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はりま道しるべ５号アンケート結果 

 
４．その他、意見などご自由にお書きください。 

 

 大震災で道路の必要性・重要性を感じ、未整備・未開発の地域に不安を感じます。 

 道路はきれいだし今で十分です。もっとルールを一人一人が考えるべき。 

 現状の実態調査を十分に！！ 

 姫路市の発展のため必要大である。 

 道路周辺の公害に、特に配慮が必要。災害時交通麻痺が生じたので、交通網は必要である。 

 早く播磨臨海地域道路が実現できるように、切に願います。 

 構想中の道路が出来れば、出掛ける機会も増え、経済活動の活性化にもなると思います。 

 感知式信号を増やして欲しい。（夜間、場所によっては、意味のない信号待ちをする事がある。） 

 車を運転しなくなった高齢者も増えています。その点を考えて下さい。バスと自家用車の共存。 

 姫路市も合併され、53万人と町は大きく変わりました。しかし若者が残れる企業が今必要。ぜひ企

業の来姫、職場をと思います。だからこそ道は必要と思います。ぜひ。 

 はりまの活性化に、道路整備や交通機関の整備、およびスムーズな連絡は、必要不可決だと思いま

す。私の住んでいる播但道の整備を、ぜひ進めて下さい。 

 現在考えている播磨臨海地域道路は非常に良いと思う。普通の道路じゃなしに、道路の壁とかに、

その地域の特産物の絵などを書いてほしい。 

 信号を減らす。 

 自分の住んでいる付近、別府小野線の道路整備がなかなか進まない。立ち退きが済んでいるのに．．．。

道中は相い変わらず、車側にとっても、人にとっても安全でない状態が続いています。いかに早く

を！！遠き先の美しい絵より、現実の毎日を快適にお願いします。 

 道幅の狭い道路での大型車の通行は、渋滞の 大原因。（問 3）の規制情報を早く出す。 

 新たな道は必要ではない。 

 播磨地域については道路は充分だと考える。それよりも今後は、公共交通への切替えを検討する方

が良いと思います。 

 大胆な発想での幹線道路網構想を樹立し、用地の確保を急ぐべきだ。 

 国道２号の車線が少ない。道路をつくること以外にも、路線バスの充実により、マイカー通勤を、

それに転換させることも必要だと思う。とくに新島行きの路線バスの運行が少なすぎる。 

 すべての市が中途半端で、人が集まるような場所、観光地が少ない。 

 私は山電荒井駅近くに住んでいます。朝夕のラッシュ時の南北道路の混雑の様子はものすごい。反

対方向へ行く車はスイスイと行っているのに．．．。確かに東西方向も重要ですが、南北方向も同

じように重要だ。 

 時間的な渋滞の解除。 

 交通機関が良くなることは、良いことだと思う。 

 いつも加古川 BP が込んでいるので、臨海地区に道路は必要です。 

 地方自治体などが、運行活用している老人バスで、バス利用のものがあるが、場所によっては利用

しづらいのが現状です。 

 もっとアピールして発展してほしいです。イベント期待しています。 

 国道２号をもう少し走りやすくして！ 

 地域活性化には道路 優先、播磨の将来性に向けての道路を。 

 臨海部は、はりま産業の中心地だけあって、数多くの煙突がずらりと並んでいます。大型車もよく

見かけます。「発展・便利」と同時に CO2削減も、視野に入れていかなければならないと思います。

 国道２号の渋滞は深刻なので、改善する為に、新しい交通網は必要。 

 現在のインフラの中で、可能なネットワークを改めて、検討してみるべき。 

 道路はいまだに不充分で、整備が必要。 

 沿岸の現存道路あるいは保全用地を利用、離岸堤等活用して海岸を埋め立てれば、充分可能ではな

いのか。現計画では、今の湾岸道同様、効用が少ない。 

 臨海地域、道路必要ですね！臨海部に高速がないのは、兵庫だけなんでしょうか。 
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 山陽自動車道まで回ることは、臨海部からは遠回りすぎるので、是非、臨海道路の早期着工を望み

ます。 

 環境アセスメントを十分行ない、談合のないクリーンな道を！ 

 太子竜野バイパス～神戸方面が渋滞しやすい事、同時に国道 250 号も交通量が多い事を考えますと、

臨海地域道路は必須です。 

 協議から用地まで時間と金を使いすぎ！すみやかに実行し、予算を確保する必要があるのでは。 

 自動車が増えすぎ、メーカーが儲け過ぎ。メーカーに相応の負担をさせるべきだ。 

 バス、電車の利用はもちろんですが、道路をもっと広くするべきだと思う。渋滞の文字を消せるよ

うに．．．。 

 バスが一時間に 1本しかなく不便です。もう少し本数を。 

 秋まつりの時には、特に渋滞するので、本地域道路は必要と思います。又、通勤時も同様です。 

 播磨臨海道路は、あると便利だと思います。しかし、やはりムダだったと後で思われるといやな気

持ちになります。大きすぎず、小さすぎず、必要な大きさの道をつくってもらいたい。 

 全く道路が自動車の台数に対応できていないのが残念。 

 道路完成まで後 15 年か 20 年はかかるだろう。団塊世代も高齢化し、運転者、車とも減少する。又、

事故をなくす方法を検討願う。 

 通勤で明石から姫路まで通っているので、播磨臨海地域道路の必要性を強く感じます。 

 山陽自動車道の料金の見直しと浜国道（国道 250 号）、国道２号バイパス、国道２号の各東西道か

ら、山陽自動車道へのアクセスの改善が必要です。 

 明石～姫路間のタテ方向の道路を、しっかり考えていただきたい。 

 播磨町が、散歩コースとして、とてもきれいに変わりましたネ。これからも、いろいな面で町を活

性化して下さい。 

 御津～相生～赤穂と県内を、西端迄伸ばしたいですね。 

 播磨臨海地域に住む者として、東西を結ぶ道路が、近い将来必要であると思います。 

 赤字路線にならないように、よく考えてから造って下さい。 

 加古川市内のバイパスの出入口は、信号の変わり目で行ける車の台数が少なく、混むので改善して

欲しいです。 

 ここ 1～2年で、浜国の渋滞（特に夕方の飾磨）が目立ち、大型のトラックがとても多い。排気ガス

のことを考えても、早く南側の大きな道路が必要に思う。でも南部の白浜も、今のままでは利用し

にくいので、店などで人を寄せていくようにしたらいいとも思う。 

 姫路バイパスをよく利用しますが、朝の渋滞にはうんざりさせられます。この解消の為には、「播

磨臨海地域道路」は必要です。 

 東西の道路は必要であるが、更に南北の連絡道路の充実を期待する。 

 国道 250 線を、すべて片側二車線にする。 

 播磨臨海地域道路が、できるだけ早く具体化された計画となることを期待します。 

 より良い地域となるよう協力しますので、できることを教えて下さい。 

 当該地域道路が、姫路の活性化につながるように希望する。なお、工事着工となった場合は、一部

の業者の黒い利益とならないように公平に業者選定を行ってほしい。 

 渋滞を減らすには、道を新たに作るだけでなく、車の数を減らすという方法もある。夫婦でサイク

リングをしています。播磨臨海地域へ通勤する人の多くが地元の人です。道を作る時に、車の為だ

けでなく、歩行者・自転車の目線で道を作ることも考えてほしい。車道に沿って広くゆったりと、

歩行者・自転車・車いすの人が通れるフラットな歩行者・自転車道をつくれば、きっと車の数は減

ります。自転車や歩行者、車いすの人のために、歩道には段差をつけず、フラットにしてほしいで

す。このことを言える機会をずっと待っていました。 

 通勤など時間帯がピークになれば道路は「マヒ」、緊急時にかなり影響されそうなので、分散でき

ることならしてほしい。 

 とにかくメリットばかりを前面におしだした内容なので、非常に恐さを感じています。（金銭面、

環境面 etc）神戸空港と同じく、どんぶり勘定で官僚的な内容に思えてしかたがありません。 

 産廃等のダンプが、自宅前の道路を往来しており、家がゆれ、道にジャリ等をこぼし困っている。

生活道路を通らない様にしてほしい。 

 効率性を考えた道路作りが必要と考えます。 

 いろいろと勉強になりました。 
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 東西の道路は不要。日本から車を減らす。 

 絶対に新しい道路が必要です。 

 大型のトラックやトレーラーetc は、臨海部への出入りが多いので、臨海道路ができれば、バイパス・

国道 250 号を走る大型車が減ると思うので、助かります。 

 緊急時、公的機関の連携がスムーズとなる様、横のつながりを作ってほしい。 

 臨海道路による東西交通も大事だが、そこへアクセスする南北交通の整備も重要。 

 交通の利便性が UP して、宿泊施設などが充実したら、きっと観光産業も発達するのでは。 

 アンケートについて、東西のネットワークは充分かもしれないが、南北のネットワークは対応でき

ないと思う。 

 旧国道 250号の整備が必要。臨海部の道路が新たにいる。 

 朝、姫路バイパス下り市川から中地で、朝は車がいっぱいで、帰りは高砂西から下りるのに、走行

車線で尻が出て、危険が一杯です。もうバイパスはパンクです。 

 車が一番便利なので、利用しています。時間帯によっては渋滞も多く、困ります。私鉄で大阪まで

かなり時間がかかります。もっと暮らしやすくなるとうれしいです。 

 大型車は、出来るだけ臨海地域道路を走行する様な構想を。 

 播磨地域では、地震、特に山崎活断層が存在する為、災害時の幹線道路確保の為にも、審議を重ね

てよりよい道路を作ってもらいたい。 

 大変な計画だと思いますが、是非、実現してほしい。 

 播磨臨海地域道路と阪神高速湾岸線を直結したら、播磨と阪神地域が、より便利になるのではない

か。 

 姫路の臨海部は、国道 250 号にたよりすぎている。新たな整備道路が必要と考えます。 

 国道 250 号、妻鹿永世橋の混雑緩和を早急に実現してほしい。行政は渋滞がわかっているのか？ 

 鉄道輸送では、山手（北）に JR、浜手（南）に山電が横断しているように、車輸送も山手にバイパ

ス、浜手に臨海道路が必要である。鉄道、幹線道路共に東西の横断輸送の為、南北縦断輸送がスム

ーズにできるアクセス整備が、渋滞緩和に寄与し、物流経済ロス、通勤等移動ロスを少なくして、

建設支出に見合う経済効果あり。 

 国道 250 号の渋滞は、住民の生活だけでなく、企業の停滞に繋がります。これから西播磨の発展の

ため、是非、推進して頂きたいと願っています。 

 幹線道路の整備直結、その道路からの分岐、道路への集中網の完備が急務。 

 現在の道路状況から勘案して、早急に播磨臨海地域道路の実現に着手して欲しい・・・。 

 共産党の宅配ポスターで、臨海道路に 4000 億かかるので反対と、表示されていたが、地域住民の事

を考えていない。道路は是非必要。 

 道から路へ、川から河へと変化は必要。決め事ではなく、現在から次世代へと自然に流れるように

変化したい。・・・夢は枯野かも。 

 「播磨臨海地域道路」の早期着工を、お願いします。 

 現在、車で通勤していますが、市川の付近（国道 250 号)は、いつも渋滞で苦慮しています。早く播

磨臨海地域道路の実現が必要です。 

 産業と消費地を結ぶ交通網が（特に、すぐ高速道路とつなぐ）必要だと思います。道路の充実によ

り播磨の産業は生きるのでは。 

 ①系列式の信号で流れをスムーズに。②道路の両端の駐車をなくす。③今後、交差点を立体式に、

又、ロータリー式にする。 

 工事中の橋を早く完成させてほしい。 

 只で道路は造れない。税金とそれに群がるのが見え々。賛成の人々に、あなたが金を出すのよ！と

言ってみて。 

 播磨町の人工島との接続はなしですか。島の出入が 1 つしかないのは、災害時に不安があります。

ご検討願います。 

 東西を結ぶ道路に対して、南北を結ぶ道路が少ないように思います。 

 通勤時間帯の加古川バイパスは、満杯状態にあり、円滑な車両の走行が得られていない。車両の通

行をスムーズにするために、必要な道路と考える。 

 阪神高速 5号湾岸線と接続できたら良い。 

 生活道路に車が入って、しかもスピードをよくだしています。新道路ができて車が減ると、子育て

するのも安心です。 
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 道路を増やし、愛知のように事故増加、又、CO2が増加するのは反対である。ゆっくり安全をテーマ

にすべし。 

 渋滞イコール新しい道路と言わずに、今現在の著しい渋滞箇所を何とかすることは、意味がないの

でしょうか。また、無理でしょうか。道路を作る事は、基本的に反対です。 

 臨海地域に新しい道路をもう一つ作れば、もっと渋滞が少なくなると思います。 

 大阪湾岸西神部道路は、先ず必要と思う。 

 信号との連結を考えて、スムーズに流れるようにして欲しい。 

 相互道路より一方通行の道路にすべきだと思う。自動車だと迂回しても、たいして時間はかからな

いと思う。 

 私は大阪出身ですが、播磨臨海地区は、まだまだ新しいネットワークで、もっともっと便利にしな

ければならないと思います。出来るはずだと思います。 

 国道 250 号は、網干から白浜まで行くのに、時間が悪ければ倍以上の時間が掛かり、本当に使いに

くい道です。湾岸道路の計画、進んでいると思っていました。 

 土砂の荷揚げを明石港でなく、新島等に移して活用すべきではないか。（明石の表玄関をダンプが

往来するのはまずい）そのためにも、この道路を変更（見直し）して活用できないか。 

 通常では、交通渋滞の解消を、緊急時では、搬出入路の確保をしてほしい。 

 現況道路の整備（交差点改良、道路幅の拡幅等）により交通もスムーズになると思います。 

 現況道路の整備（交差点改良、道路幅の拡幅等）により交通もスムーズになると思います。 

 10 年も前から必要性については、叫ばれている事業です。国家的な大事業です。ぜひ将来のため実

現させたいものです。 

 これから人口減少し、高齢社会になっていくのに、果たして必要か、財源があればよいが、地方債

で施工するであろう。費用対効果に疑問がある。各市、県も借金漬けである。福祉にまわすべき。 

 日本でも有数の産業が集積しているこの地域のさらなる活性化を図るためには、臨海を貫く高速道

路が必要不可欠である。 

 播磨臨海地域道路は早急に必要な道路だと思います。 

 臨海道路を造るなら、西側は網干区浜田地区まで延ばして欲しい。 

 数千億円かかると云われる臨海道路が必要なのか、有料道路にしても利用者がどれだけ使用するか

不安。税金の投入に反対。 

 現在、不便な場所です。バスが大きくなり、今まで通っていたのになくなり、高齢になってからバ

スも利用出来ず、日々、通院に困っています。 

 播磨臨海地域道路が出来ると、バイパスまでの時間短縮になる！ 

 道路工事は、東京、大阪の大手業者じゃなくて、地元業者にさせてほしい。でなければ、地元に金

が落ちない。地元の老舗業者にさせてほしい。 

 道は便利な方がよい。今は地球温暖化で、家庭でもゴミや電気のエネルギーSW をよく切るとか。車

のガソリンにはこまる。 

 暮らしやすい環境にして下さい。 

 臨海道路と加古川バイパスの JCT は明石西より東が良いと思います。そうすれば、料金所の渋滞も

軽減されるし、二見人工島付近も便利になる。 

 播磨臨海地区に道路が新しく通過した場合、海の環境が心配です。自然との共生が重要。 

 播磨地区は、山電と JR区間を人の住みやすい地域にすることが一番である。奥（北）の開発に力が

入りすぎのように思う。 

 都市ガス管の位置を主権者である市民に明示すべき。道路管理者のみ知っている。阪神大震災をみ

よ！ 

 赤穂から明石まで非常に美しい景観が有るが、国道 250 号は老朽化しており、臨海地域道路は必要

である。 

 東西道路は加古川バイパス・明姫幹線で対応できていると思います。加古川バイパス～明姫幹線を

結ぶ南北の道は必要と思います。神戸西バイパスが完成すれば、渋滞は減少すると思いますが、明

石駅周辺の整備は必要と思います。 

 生活道路が安全になることを望みます。 

 網干・新舞子に行くのに時間が掛るので、網干の南・新舞子の北を通って播磨道につないで欲しい。

 今ある幹線道路は時間帯などで大変混む時があります。新しい道ができると便利そうですが、その

工事で騒音などあると困ります。 
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 行き止まりとか、途中で工事がストップしているとか、急に道路が狭くなっているとか、もっと

後まで工事を進めて欲しい。 

 経済発展、企業誘致には必ず必要であると思うが、地球環境が問題の時、もう少し車社会から脱皮

すべきではないかと思います。 

 新道が開通すれば、開けるように思います。又、人も集まる。 

 現在住んでいる岩岡町は、神戸市西区でありながら明石の大久保駅を経由しなければ、どこにも行

けないところです。一家に車を 2、3台は所有している家がほとんどです。 

 道路網は今のままで十分だと考える。 

 毎日のように渋滞している道、本当に播磨臨海地域道路が出来たら、少しは渋滞がなくなるのでし

ょうか？ 

 国道２号の加古川橋、市川橋両端で、渋滞が多発している。橋がネックとなっているので、両岸で

道の有る所に橋を作ると国道２号の渋滞が緩和すると思います。 

 渋滞の中にいる時、いつも思うのですが、今緊急車両が来たら、車を路肩の方へ寄せ、車の通行に

邪魔にならない様に出来るだろうかと、やはり渋滞の中だと無理がある。こういう時の為に、新し

いネットワーク必要だと思う。 

 加古川バイパス・姫路バイパス、明姫幹線があるので必要ない。 

 公共交通機関の多用による、マイカー使用回数減による CO2の減が実現すれば、環境にも良い。 

 国道２号、国道 250号ともに、渋滞しやすい。 

 道の未来構想がよく理解できる。公共交通をもっと重視すべきである。 

 現在、神戸西部から姫路方面に行く為のアクセスが少なく、事故等ですぐに渋滞になる。もう 1 本

バイパスが出来れば便利です。 

 ①災害時の道路が問題。②災害情報、指導が必要と思います。③日常の訓練も必要。 

 これからもいろんなイベント、バザーなどお願いします。孫が 2 人いますので、いろんな場所に連

れて行ってやりたいです。 

 阪神淡路大震災の時、大阪へ通勤していて、道路はいくつあっても必要と痛感した。救援物資の輸

送にも事欠く状況を目のあたりにした。道路づくりには巨大な費用を要するが…。 

 よく利用する第２神明、加古川バイパス、姫路バイパスなど通行量が多く、また事故も多発するこ

とから、どうしても新しい道路設置が望ましいと思います。 

 特に浜国は、事故でもあれば抜け道がほとんどないので、ラッシュ時車で走るのが、いつも不安で

ある。 

 車（自家用）にて、よく国道２号、国道 250 号を利用するが、混雑している時、プロとしての運転

の方が気の毒である。そのためにも必要である。 

 早期実現、臨海道路。 

 マイカー通勤が多くなり、道路が少ない為に、朝・夕の車の多いのが困っておられますので、少し

でも道路の発展を願います。 

 東西の利便性はまずまずだが、南北はいまいち動きずらい。 

 現在の加古川バイパスは土盛道路のため、南北道の作りにくさ、又、市街地を分断しているため、

生活行動の不便が、近隣生活者および地域経済活動者に不便を強いている。道路は必要なので、ぜ

ひ高架道路にしてほしい。 

 大きい道路も必要かもしれないが、道に面してない田畑の所に道を作り、生活に密着した道路の活

性化を求めます。 

 道路建設には、十分安全と環境に配慮して行なって下さい。〔音・震動・緑・歩道（自転車含）考

慮〕。 

 東播磨南北道路は、必要だと思います。 

 南北道路が不足しているのでは？ 

 臨海部の開発必要。環境配慮必要。 

 ①渋滞の緩和 ②災害に強い地域づくり ③公共交通の活用 ④働きやすい地域の創出  大きな

難題ですが、ひとつひとつ解決して欲しい。 

 例えば、播磨町から稲美町へ上る道、ずーっと混んでいます。なんとかなりませんか？ 

 環境が破壊される地域の整備は必要ないと思います。昔の自然が失われていくのはつらいものです。

 播磨臨海地域道路が出来ると、理想とする姫路が出来る。（ごみごみしない交通路）神戸に行きや

すい大都市となると思う。 
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 姫路市近隣の発展に役立つ諸々の交通整理ができる、先をよみとれる。 

 道路があればとても便利であるが、果たして実現可能ですか、財政難の時代、多大な費用がいるの

では･･･。まずは、車での移動を少なくさせる方法を、考えていかなくてはいけないのではないでし

ょうか。 

 神戸５号湾岸線のような道路が必要だと思う。 

 道路建設にいくらの税金をつぎこむのか。利用料負担はいくらか。維持費はどれくらいかの情報を

提供しないまま必要性のみをアンケートして建設にもっていこうとするのは、まるで詐欺である。

全く誠意がない対応。 

 南ばかり考えないで、駅北の道路 姫路駅高架で両側がさっぱり もっと再開発に力を入れて欲し

い。 

 渋滞する所は決まっているので、信号を調節したらいいと思う。 

 西播磨から阪神方面へ車で移動する場合、現在の姫路バイパスしかありませんが、かなり混雑して

います。ぜひ、新たな幹線道路が必要である。 

 道路が出来れば、他の地域からの人も多く立ち寄り、播磨の活性にもなるでしょう。 

 播磨の発展を祈ります。 

 姫路駅周辺のタクシーの客待ちが、朝など渋滞になっている。マナーが悪い。 

 時期遅しと思うが、今さら仕方ない。すみやかに進めてもらいたい。資金どうするの？公募債発行

すれば。 

 加古川 BP 沿いに住んでおり、騒音や排気ガスが減るのは、とても歓迎します。 

 産業優先か、生活や環境を重視するためのネットワークなのか、スピードだけの考えは、理解され

ない。 

 道路の整備と地域の発展は車の両輪だ。 

 山電沿線からバイパスの南北の道がこむので、早く道路を作って欲しい。 

 是非、播磨臨海地域道路を作って下さい。 

 大人 1 人 1 台の時代、車の数がこれだけ多くなると、もっと道路をふやしてスムーズに走れるよう

に・・・。 

 南へ向う場合に渋滞することが多いので、何とかして欲しい。バイパスや国道２号が渋滞するので、

今回の道路がついて、スムーズになるなら賛成したい。 

 自転車道、歩道を整備し、車に頼らず、移動できるようになってほしいです。今の道路状況では、

とても危険です。 

 新しい道路を作るよりも、今ある道路の整備を先にすすめてほしい。 

 国道２号、明姫幹線の交通渋滞の緩和。・子供が稲美町（交通の便が悪い）へ（車）通勤していま

すが、一本線で通勤できますように。 

 交通渋滞が緩和されれば、交通事故も減少すると思うので、播磨臨海地域道路は必要である。 

 現在、国道 250 号はマヒ状態である。臨海地域に企業を誘致したくても、二の足を踏まざるを得な

い。早急に受入体制を整えるべきだ。産経 3/21 朝刊「亀山の液晶」育てた道路 参考。 

 車がないと、田寺～広畑へ移動したい時等、一度駅前にでてか．．．と不便。だから車にも乗って

しまう。そして渋滞。姫路市をクロスに走るバスがあればと思う。 

 次から次へと道が渋滞するからといって、新たに道路を作るのではなく、旧道や今の使用（幹線道

路）されている道をもっと改善しながら、生きたお金を使ってほしいと考えます。 

 神姫バスの運行時刻表が、ここ１年の間に何度か、1分とか 2分とかずれたり、土日に深夜遅くまで

バスが走っていることが、住民生活にあたえる影響について、もっと配慮していただけると有り難

いです。（バスだから 1～2分のズレは誤差の範囲内であることは利用者は分かっているので。） 

 書面にあるように、土地売買が早期に行なえるよう臨海よりの土地で道路を建設して欲しい。完成

までの時期が長い。談合するため、道路費用が高い。 

 国道 250 号が混むのを、何とかしてほしい。 

 私の家の前の市道（白浜 105）は、町内の生活道路にもかかわらず、ダンプ、トレーラー等の交通量

も多い上、信号も少なく、スピードを出して走行しており、騒音・振動に悩まされております。又

は、横断歩道を渡るのも、ひと苦労です。是非、浜手を走る道路を建設して欲しい。 

 バイパスの有料化、自家用車使用制限・トラック使用制限、通勤時間 1人乗車禁止 

 先日、JR の事故で（普段は JR利用）山陽電車に乗りました。（JR 大久保～山電高砂→荒井)夕方 6

時だというのに荒井駅前にはバスもタクシーもなく、通りがかりの車に乗せてもらいました（たて
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の交通機関を考えて欲しい。） 

 交差店での効率の良い信号の時間を考えよう。右折レーンの見直しを。 

 必要であれば、道路はたくさんあった方がよいと思います。 

 必ず進めて欲しい。 

 南北の幹線道路が少ない。 

 道路の整備をすれば、同地域に工業・商業等の雇用が拡大するのですか。 

 ①姫路市内の姫路バイパスランプの立体化交差点を望む。ランプ利用外での通過に時間を要する。

②いい播磨道路地図があるのに、女性でもわかるような交差点（大きな）記入して欲しかった。 

 建設資金は税金になりますか。住民の利用回数は少ないと思います。 

 新しい道路もですが、私達の今の道路は掘ったりうめたりの繰り返しで、大変いたんでいます。道

路に面している私達の家は、毎日地震みたいな生活をしています。 

 その時のニーズに合ったすばやい対応を希望する。 

 ルールを守った通行をすることが大事ですね。 

 現在は、明姫幹線しかなく、いつも渋滞している。新しい道路が必要だと思います。 

 本当に、もしあれば良い道路だと思います。何年後の実現を目指しているのか知りませんが、20～

30 年後には人口も減り、渋滞はあちこちで減少するでしょう。 

 これからも地域発展の為、頑張って下さい。 

 それを作るお金はありますか？福祉と生活にちょっとふりわけて･･･。本当に、大丈夫か？姫路市。

 一日も早く、ぜひ播磨臨海地域に幹線道路をつけて頂きたい。大型トラックが渋滞道路を使い、姫

路市の東西間を結ぶ道路は市川、夢前川で大変渋滞する。 

 西播磨の利便性には欠かせない。 

 臨海地域には企業が多く、出退勤時の渋滞は異状である。結果、車が村の生活道路に入り込み、安

全上、大いに問題あり。 

 時代と共に車が多く、車が優先のように走っている。子供、年寄りがゆっくりと歩ける道も少なく、

地球温暖化につながる。 

 工業地帯を通行する大型トレーラーが多く、新たな道路整備が早急に必要である。 

 災害時には、空、海等からの派遣を迅速化。 

 神姫バス、市バスが減ってしまい不便です。町なかを走りまわる小型バスを市で低額にして走らせ

て欲しい。ボランティア的に。 

 臨海部に文教エリアを確保し、青少年の育成を図る。物作り、知的財産の管理など、地場産業振興

の拠点作りに交通アクセスの充実は必須と考えます。 

 計画が他都市と比べて 10 年遅い。国道 250 号市川から損保川まで、2005 年までに完了しておくべき

だった。 

 飾磨から網干に至る国道 250 号、部分的に車道を狭くして、歩道が広くなっているが、実情にあっ

ていない。又、二輪専用レーンを何故廃止したのか。二輪車の安全が無視されている。 

 新しい道路ができれば、その分自動車の通行が増え、交通事故も増えるので、取締り強化を！！ 

 国道 250 号はパンク状態、早期開通を望む。 

 道路整備をし、渋滞の緩和を 優先して下さい。 

 神戸並に高架道路にすること。◎通勤用にモノレール新設との道路。 

 東加古川と（特に、狭すぎる！！）その東側のふみ切りの道路をどうにかして欲しい。 

 道を新たに造ることを考えないで、車を減らすことを考えるべきだ。 

 国道２号とその脇道の混雑の解消を望む。急病人を乗せている時のつらさが苦しい。 

 播磨臨海地域道路は高架で自動車専用道路を希望します。 

 車が多い道なので、もう少し道幅を広くしてほしいと思います。 

 国道２号のバイパスの渋滞を考えると、もう 1本の幹線道路が必要だと思う。 

 計画中であって、事業が進められている道路については、立退の問題もあるが、早急に進めるべき

である。 

 職業運転手として、毎日車に乗っていますが、国道２号、国道 250 号、姫路（加古川）バイパスは、

毎日渋滞しています。山陽自動車道はガラすきなので、もっと活用するか、もう 1 本は大きな道が

必要です。 

 新道路に接続する北からの道路整備が同時に必要。 
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 バイパスは、ほんとによく渋滞していて、子供を乗せていると、余計にイライラして大変です。少

しでも、新しい道路ができて、スイスイ走れたらいいのに。 

 車の多さもそうですが、播磨地域は、ドライバーの悪さが目につき、これも渋滞が起こる一因と思

います。”我先に・・・”と無理な交差点への進入等、道路整備も大切ですが、マナー改善も重要

だと思います。 

 国道 250 号（浜バイパス）が白浜地域の市道、白浜海岸線南北（生活）道路と交差していて、殆ど

の車が、臨海部の工場地帯（妻鹿漁港）等へ出入する為、騒音等は、国道 43 号にも優とも劣らない。

現地調査し、1に直接接続されたい。必要である。 

 我々の税金をムダに使ってほしくない。これ以上、生活を苦しくしないでほしい。 

 兵庫県で事故件数が 1 番なのが姫路。姫路の気質が原因とかよくいわれますが、道路にも問題があ

るのかも。 

 片道２車線の新道路が必要。 

 播但連絡道路の南進を急ぐ事。産業道路の拡充を急ぐ事。 

 各ランプでの渋滞を緩和させる方法を考える必要あり。海外では、スムーズに通過している信号な

し。 

 姫路市内が渋滞で困る。播磨臨海道路ができればうれしいです。 

 車と道路、道路と車は切っても切れない関係にあり、道路が良くなると車が増えてくる。車が増え

るとまた、道路が必要となってくる、といった関係である。朝夕のみ（通勤時）道路が込むところ

も多く、昼間はそれほどでない所も多い。従って、利用の仕方に対応すべきだと思う。 

 道路も必要だが、環境にも配慮した、新しい交通手段もこれからは必要だと思う。（路面電車など）

 姫路市内の道路行政は、まだまだ遅れていると思う。（特に書写地区） 

 播磨臨海地域道路は是非、必要である。但し、臨海道だけでなく、道路整備の基本は「血脈」にな

ることだと考える。道路＝血脈構想を！ 

 近隣の自治体等で連絡会等を作り、観光名所、旧跡などを PR して、人が集まる（一度見に行ってみ

ると思われる）工夫が必要ではないであろうか・・・？ 

 渋滞が減れば、エネルギーと時間が節約され、経済効果は大と思います。 

 播磨臨海道と神戸・大阪湾岸道との接続大型プロジェクトが必要。 

 この構想が実現すれば、45 年前のように、国道２号の一方通行が解除される可能性があり、便利に

なりそう。 

 一部路線（神姫バス,市バス）の大型バスを、マイクロバスにすることによって運行本数を多くして

欲しい。 

 災害時などの事を常に考え、早く安全で、安心な環境づくりをしてほしい。姫路市はもっとお金を

かけるべき目的・目標がずれすぎている！！ 

 安全で安心な生活環境を確保する上で、幹線道路の拡充整備と既設中小道路とのスムーズな連結が

肝要です。 

 海岸線（工場地帯）の産業道路は地域の経済発展の為には必要。 

 道路は新しく計画中ですが、年々車が非常に多くなり、大型化してきますので、道路計画には十二

分に算出されますように、お願い申し上げます。 

 新しく道路を建設するのでなく、今あるものをもう１度改善させる等の考え方が、大事ではないか。

 播磨臨海地域道路を作るより、税金が上がり福祉の方にお願いします。 

 道路はないよりはあった方が良いが、採算性を考えるべきである。かかる経費と天秤にかけるべき

だ。 

 今の国道２号、国道２号バイパスでは緊急時や災害時に対応できない。 

 メリットについてはわかるが、デメリットについての説明もしてもらいたい。 

 播磨臨海地域について、道路渋滞の解消をぜひ解消して、安全な街にして欲しい。 

 姫路中地 IC 南北の渋滞解消策について、①南北を貫通する地下道（1車線で良い）の設置 ②バイ

パスにのる東行・西行がスムーズに行けるようにする。 ③ICを中心に道路拡幅（現状プラス 1車

線）（南・北 500 ｍづつ有れば） 

 播磨臨海地域道路ができれば、とても便利になると思うので、実現すればいいです。 

 姫路の国道 250 号が、よく混んでいます。飾磨→高砂。 

 明姫幹線道路の信号機の統一化を行なって下さい。現在の 40 ｋｍ/ｈの統一では、遅すぎて意味が

ありません。統一されないのと同じです。急いでいる場合は、加古川バイパス、姫路バイパスを通
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り、混雑します。当面は、明姫幹線の活用拡大を、さらに延長を。（幹線と言えない） 

 道路予定地の住民の生活は、どうなりますか？騒音、大気汚染への対策や現居住地からの立ち退き

への対応は？ 

 播磨臨海地域道路建設は推進して欲しい、渋滞解消と災害時の道路確保が必要。 

 JR 沿線に公共の生活設備など、あらゆるものが集中しているわりには、利用しにくい。道路が充実

してほしい。駅前の駐輪有料にはうんざりする。 

 シャープの白浜地区建設が決まると、将来交通路は国道２号、国道 250 号共にマヒ状態化するのは

明らか 

 私は国道 250 号をよく利用します。とても渋滞しているので不便です。播磨臨海地域道路が完成し

たら、私達の暮らしは便利になると思います。 

 単に道路を整備するだけで、災害に強くなるとは思えないし、車が集中する所は渋滞が起こる。環

境も考え、公共交通の充実を図り、車を市街地に入れない。 

 交通渋滞を何とかしてほしい。播磨臨海道路の早期実現を！ 

 税金のむだ使いにならないように。業者と結託して。 

 海が近く、海の恩恵を受けている私達ですが、海の近くに海を望む道路、しかも一本通った道がな

いのは不便であり、さみしくもあります。姫路らしい、播磨らしい道をつくって下さい！ 

 定住人口の増減は、道路網イコール交通便であります。 

 新しい情報があれば、そのつど知らせて下さい。 

 国道２号の渋滞緩和の為に、道は必要だと思いますが、道ができると、今まで地域が需要されてい

たことも、利便性の向上の為に、大都市圏の需要は拡大し、地域はすたれるということもあるので、

経済効果も見極めて、計画をたてるべきです。 

 こういったアンケートや協議会を実施して、意見交換できるようになり、大変いいと思います。 

 幹線道路における渋滞は、道路の改善工事等で対処して欲しい。 

 自動車専用道は料金安くして、一般道路はできるだけ車を少なくし、子供、老人、女性に、やさし

い一般道にしてほしい。 

 快適な居住空間の創出の為、山陽道より南にJRのような公共輸送ラインの計画はないのでしょうか。

内陸部横断道路計画も。 

 大阪湾岸道路は一日も早く事業化して欲しい。明石方面から 5 号湾岸線にとても便利にのり入れで

きるので、役に立つ。 

 安全で便利な街を希望します。 

 南北の道を広くしてほしい。 

 バスを運行する場合、不便なところ程、回数を増やして欲しい。（バスを小型化してでも） 

 自宅付近に、東播磨南北道が着工されアクセス充実させるためにも、播磨臨海道路も早期に開通を

期待します。 

 道をつくるハード面でのインフラより、車や鉄道等の充実で車（マイカー）をできるだけ使わない

ようなインフラ整備ができないか。（バスの本数を増やしたり、鉄道とバスの連携をはかったりす

るなど） 

 つくってもつくっても車があふれる。サイクリングロードや歩道の整備を望む。運転技術をきびし

くして無闇に免許しないことを望む。 

 山間部の部落の通勤、文化の交流。 

 環境対策を考えた道路を作って欲しい。 

 環境を考えれば、今が限界。 

こいうのは道路のみでなく、経済のありようなど総合的に考えるべき。例えば、コンビニや宅配な

どのジャストインタイムをあらためれば、トラックは減らせる。 Cf ・マンション、大手スーパー、

コンビニの規制が絶対に必要。 

土建業界を縮小すればうんぬんの話しはあるが、それならなぜ、国が他の福祉の方向へ誘導しない

のか。 

 加古川・姫路バイパスを補完する臨海部を東西に結ぶ道路が必要と思う。埋立地内の道はあるが、

橋で結ばれていない。特に播磨町以西網干まで。 

 東播地方は道路整備が特に遅れていると思う。特に高砂市がひどい。財政の問題もあるだろうが、

道路整備なくして発展は望めない。 

 ①地産地消を軸に交通体系を再考すべき。②車社会から地域交通（公共交通）へ。③物流を減らす
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政策を。 

 東西の道路については、強化できると思うが、南北の幹線道路が不足しているので、もっと充実さ

せる必要がある。 

 安全を充分検討した道路建設を願いたい。 

 加古川バイパスで事故があった時、浜国、国道２号、その他の道路すべての通行が麻痺してしまい、

すごく迷惑で、予定通りの仕事ができなくなる。通行量にあった道路を！！ 

 加古川バイパス、明姫幹線は、いつも交通量が多いので、ぜひ、「播磨臨海地域道路」が必要であ

ると思います。 

 早期に実現して欲しい。 

 播磨臨海道の早期設置を望む。 

 計画→実行→完成を短期間で終わらせないと、何十年も先に完成しても、情勢が変化してしまって

いて、また次の手を打つ必要が起こってしまう。 

 幹線通過大型車両をバイパスへ誘導する必要。 

 渋滞の緩和を特に希望します。 

 国、県などへのこれまでの具体的な働きかけを、掲載して欲しい。 

 側道を通行中に、緊急車両が通ることがあります。しかし、それを待とうともせず、そのまま運転

を続ける車両もあって驚きます。 

 山崎まで週に 4～5回車で通勤しています。姫路西バイパスの太市の近くに道路ができることを切実

に望んでいます。 

 私の自宅前は工場へ行く幹線道路のそばで、構想中のこの道路が出来れば、渋滞や大型トラックの

減少が望めて、安全安心できるかも。 

 まちを歩くと、古い家が多く、ついせきが出ます。海を見ることが好きです。 

 一日も早く、播磨臨海地域道路が完成されることを望みます。 

 またいつやってくるかもわからない大地震のためにも、この播磨臨海地域道路は必要だと思います。

又、迷惑駐車が多いので、個人個人がもっとマナーを守ってほしいです。 

 以前ほど臨海地域が盛えていると思えないので、工事のための渋滞（一時的）が心配ですし、それ

に費やすだけの税金の見積りがあるのかなと・・・。 

 新たに建設する事による環境への悪影響を考慮し、限りなく環境保全も充分に対応してもらいたい。

歩行者、自転車道の完備も。 

 国道２号の渋滞がいつもなので、通りたくない。新しい道である「播磨臨海地域道路」は良いと思

う。 

 加古川バイパスを 3車線に拡幅する。パークアンドライドを進める為に JR 駅の近くに駐車場を設け

る。（駐車料の安い）東西道と南北道を立体化して渋滞をなくす。 

 加古川バイパス、明姫幹線、浜国道はいつも交通量が多いので、ぜひ「播磨臨海地域道路」が必要

であると思います。 

 現代の赤字財政で、道路新設等の余裕はないと思います。市民、県民の税金が増えます。 

 やすく利用できるように。 

 白浜～的形地域に大きな道路は必ず必要です。 

 市内を南北に走行できる道路が少ないと思います。例えば、国道 250 号より国道２号に進行する場

合、市川の堤防道路が主要な路線になっている。 

 浜国が渋滞する為、我が家の前は、抜け道として毎年、交通量が増え続け、騒音、猛スピードの車

に大変迷惑しております。ぜひ 1日も早い播磨臨海地域道路の完成を願います。 

 生活道路、環境道路、臨海道路の主旨をわかりやすくすれば、理解がえられやすいのでは。 

 山陽電車網干駅付近から姫路バイパスへ車で行くのに時間がかかりすぎる。姫路の中心部へ車で行

くのも時間がかかる。 

 飾磨区以東は浜国（国道 250線）も狭いので、大きな道は必ず必要で、早く作って欲しい。 

 年度末に、「予算の使いきり」「無駄使い」などをせず、節約できた予算を本件、「みち」づくり

に回すなど、税執行の公正、効率運用に努めなければならない。 

 歩行者、自転車の安心して通れる道路の整備を希望します。 

 人と自転車の分別道路の整備。 

 姫路の道路行政は遅れている。（他都市と比較し）特に、国道 250 号の２車線化を早急に実現すべ

きだ。 
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 未来の発展には、播磨臨海地域道路なしでは発展なし。1日でも早く新道路建設に着手しなくてはい

けない。将来の夢には、臨海地域道路。 

 渋滞を緩和してもらいたい。 

 国道 250 号の拡幅をすべし。 

 道路の数は少ないとは思いませんが、集中的に混む箇所が多いと思う。 

 時々、新聞の折り込みチラシに入っていますね。熱心なご活動にエールを送ります！！ 

 各方面への交通機関が少なく、連絡網も悪いと、自家用車の利用が益々多くなり、交通渋滞に結び

つきます。考えて下さい。 

 今回のような方法で良いので、情報提供して欲しい。 

 交通量が増えているので、新しい東西の幹線道路が必要だと思う。環境に配慮することも大切。 

 道路の整備等必要であるが、必ずといって拡張工事の際、遅れるのが橋の工事です。そのため渋滞

が起こる。まず広い目の橋を作り、道路を作ってはどうでしょうか。広い目の歩道を作って、融通

を図る。 

 ムダなものは作らない。税金はみんなの為に使う。透明な姫路、その他の地域を目指してがんばっ

て下さい。天下りはなくすように。 

 歩道の確保もお願いしたい。 

 渋滞のない道路は環境にも良いと思います。 

 運行管理者、整備管理者の責任を重くし、事故防止に努めることが、渋滞を少なくできる。 

 バスやトラックは省エネ、低公害車導入を義務付け、夜間は割増し料金をとって、うるささを下げ

れば良いと思う。JR の貨物をもっと利用しろ。（大型）JR や私バスを使って移動できるようにすれ

ば良い。 

 加古川臨海部⇔北部への南北交通の強化をしてほしい。 

 出退勤時の渋滞を考えると車両の幹線道路の必要性を強く感じます。又、災害時には動きがとれな

くなります。 

 道路、ハコモノはもういらない。自動車も多すぎる。 

 今、家にも年寄りがいますが、家に車がないので、足が悪い為、電車には乗れないので、バスの本

数が多いと助かります。 

 西から東へ向うとき、播磨町あたりから明石以東、ニワトリの首をしめたようにアクセスが悪い。

海岸線と海上をつないで（船など）スムーズになればいい。 

 国道２号が混みすぎるので、早く解決してほしい。（旧神明道路も） 

 渋滞が多い加古川バイパスのバイパス道路機能として必要と思います。 

 さらに利用しやすいように、スピード UP に努めて下さい。 

 時間帯によってバスの本数に差があり、困ることがある。 

 用地買収が可能なコースにしないとできない。 

 加古川バイパスが無料になった事で、朝、夕と渋滞して通過に時間がかかる為に、新しい東西道が

必要である。 

 地震とか災害の時、今の国道２号や国道 250 号だけでは、交通集中を起こし、マヒするのはあきら

かです。やはり代替道路は絶対に必要です。 

 道を整えることによって、生活もスムーズになり、地域も活性すると思います。 

 金も無いのに、一般の人が、それ程使うとも思えないこんな道路は不要。それよりも南北道路のほ

うが必要。 

 国道２号の渋滞はひどいものがあるし、いざ災害時に動きがとれない。 

 東播磨南北道路の早期完成を希望します。 

 幹線道路と既存道路との連絡は？ 

 臨海道路でもうけるのは、国会議員、県会議員等「口利き族」と大手ゼネコンと大企業のみで一般

国民は”冷やメシ”である。 

 愛情を持って、ヤサシサトキビシサデ 自分にキビシク 他人にヤサシク 

 自転車通学のマナーの悪さ、ひどい、老人も交通ルールを守らないといけない。 

 姫路北・加古川西北・稲美町・西神中央を通る、ほぼ真っ直ぐな道が必要だと思います。県道 65号

を整備、国道２号の渋滞緩和になると思います。 

 加古川線付近の南北道路の交通渋滞、一般道の拡幅整備が急務である。加古川ー姫路にかけての国

道２号の整備。 
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 三次救急、医療施設を加古川市、明石市にも作って欲しい。 

 現在の道路は渋滞が多すぎます。急いでいる時に困る・・・。 

 現在との幹線道路との連結部（ルート）を多く計画し、グリーンベルト的に環境も配慮して、心身

を和ませて欲しい。 

 地元選出の国会議員を全面的に使い、予算を獲得すべきだ。 

 県選出の国会議員に理解を求め、国予算の獲得に意を注ぐ必要がある。 

 第２神明の無料化。 

一般道の整備。①バイパス新設。②電柱カット化。 

 播磨臨海地域道路の工事に入った際の、周囲の地域への影響が気になります。 

 国道２号バイパスの更なる安全整備、国道２号一方通行の廃止も検討して頂きたい。 

 現在も国道２号の渋滞はかなりなもの。分散させ、スムーズに通行できる方法を考えるべき。自動

車の利便性のみならず、人の動きについても、一考を欲しいところ。 

 神戸西バイパス・阪神高速（垂水）湾岸線を早期に開通させてほしい。 

 今は国道２号バイパス進入箇所交差点等がよく混雑しているが、そういうことが起こらないように

考えた計画（進入箇所道路の整備等）が大切と思います。 

 災害時にそなえ幹線道路は必要とは思うが、税金などは使って欲しくない。 

 特に国道２号は、片側 1車線が多く、直線的でないことだけでも幹線道路の役割を果たしていない。

 現状、加古川バイパスの渋滞回数が多く、荷物輸送に時間がかかる。また、加古川バイパスは道路

設計が悪く、事故が多い。 

 公共としての道路について、迅速に建設するために、法的な処理も検討する必要があると思う。 

 現在の国道２号の拡中改良工事を、早期に実現されたい。 

 渋滞でひどい目にあった事があります(希望：バイパスの交通分散) 

 SA の充実(店、地域の特産品) 休息と茶店(チェーン店) 

 歩道を車いすで通ると凹凸が多くて通りにくい 

 姫路⇔鳥取間の高速道路が事業中であるが、出来た所の部分開通も必要ではないか 

 安全な道路を整備してほしい 

 地域限定であっても、コミュニティロードがあった方がよいと思われます 

 よく検討して実施下さい 

 現在のネットワークの改善が必要。 

 ・国道 250 号の 4車線化 

 ・姫路バイパスの IC 改善 

 必要だと思う反面すぐ近くにできると安全性、音など気になります。今でもよく救急車の音がよく

聞こえ、犬がほえることもある。 

 東西道路などぜひ必要ですが、東西道路をつなぐ南北の道路もぜひとも整備し、スムーズな連絡と

通行ができるようにしていただきたい。 

 国道２号バイパスの渋滞解消が急務 

 将来子供達が姫路で就職出来るように、企業の充実。そのための道路整備等。それは必要な事と思

います 

 新たに道路をつくるより、姫路バイパスを拡幅して渋滞をなくしてほしい 

 災害時に海上を有効に使うことができればいろいろな面で助かると思う。漁協とのネットワークな

ども構築しておくべき 

 現在国道２号バイパスは渋滞が多く、姫路西～加古川へは 1 時間かかる。新しい交通網を作るより

方策なし。是非実現するようお願いします。 

 播磨臨海地域道路西側をもう少しのばしてほしい。会社が多くある(西芝、日本触媒)まで。 

 安全、便利な道路は結構であるが、 1.多額の費用の捻出方法に問題はないか 2.土地の収用はどの

ように行われるのか 3.騒音、排気ガス等の影響はないのか 等の説明がないと双手を挙げて賛成出

来ない。 

 自転車で安心して通れる専用道がほしい。 

 旧国道 250 号の加古川よりの所が信号など多すぎる気がする。明幹も車線が多くはしりやすいが、

休日になるとよくこむので、やはり新しい道路が必要なのかもとも思うが･･･ 

 南北の生活道の充実を望む!(神崎郡各町から姫路臨海工業地帯への車、宍栗市から姫路中心部行き

の車が県道姫路～大河内線に集中するため) 
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 災害や事故の時、素早く対応する為にも必要だと思いますし、通勤、通学にも便利になってほしい

です。自然はなるべくそのまま残して開発してほしいです。播磨をより多くの人に知って欲しいで

すね。 

 便利だとは思うが市民に負担がかかったり、計画上問題があると再検討を考える 

 道路が増えるとたしかに暮らしやすくなるが、車の所有を促すことにもつながるので環境に良いこ

ととは思えない。 

 姫路市東部へのバス等の本数が少ない。 

別所インターへの東方面の乗り口と西への降り口がないため不便。 

 私達は海に近いです。イザとなれば行く所は南に行かないとダメです。そんな時のネットワークが

わかりません。 

 浜国が混雑しているので、新しい道路ができると助かる。 

 自転車や歩行者が安全に通れる道にしてもらいたい。すごく狭い道も多く、いつも恐い思いをする

こともある。 

 一般道の改良及びよく混んでいる所は改良してほしい 

 大型店舗が郊外に飛躍的に増加し、車の必要性もかなり大きくなっている中、幹線道路等が少ない

為にスムーズな往来が困難な状態が続いていると思います。また、車を持たない人々にとって不便

な地域になっています。例えばバスなどの公共交通を発達させる為にも道路の確保は重要と考えて

います。 

 姫路 BP が無料になってから渋滞が多く困ってます。この様な計画は早く実現して下さい。 

 今は必要でなくても、近い将来必ず必要になると思います。 

 通勤・通学時の混雑にはもううんざり。姫路市内を抜けるのに１時間以上かかるなんて 

 本当に臨海道路があると助かる!! 網干は姫路の渋滞を毎度越えないとどこにも行けない。渋滞反対

 道路の整備も大切ですが、災害(地震、台風等)対策をもっと 優先的に考えるべきかと思います。 

 案内板などを増やしてわかりやすくした方がいいと思います 

 一方通行で不便な所をなおしたり、狭い道路に歩道を作るとかの改善で十分だと思う。医療や福祉

の充実を望みます。 

 渋滞が少しでも解消するように道幅を広げる等の工夫をしてほしい。 

 大都市とちがって車を使わないと生活できない。バス電車はほとんど使えない。 

 災害の時のみちの確保が必要。バスをふやし、車での通勤などをひかえ、環境によい街作りをみん

なが心がけてほしい。 

 浜国(国道 250 号)の渋滞緩和をぜひ実現してほしいです。 

明石-高砂-姫路の海岸線の歴史・文化の交流が推進されることを望みます。 

 新しい道路を整備することにお金を使うのではなく、今ある道をいかに活かすかではないのでしょ

うか。どうせなら自転車道や歩道の整備を充実してください。姫路市は自転車で走るにはあまりに

危険でひどいです。 

 これ以上借金増やすな!! 

 昨年、母が高砂から広畑の病院へ救急車で転院の折、交通渋滞で動けなかった。ぜひ、必要なアク

セスを作って欲しい。 

 阪神高速湾岸線の延長など、神戸・大阪へのアクセスの向上も重要だと思います。 

 臨海地域だけでなく、一般の自動車専用道路の渋滞を緩和できるよう話し合いをして欲しいです。 

 加古川、市川の土手の活用不足 

 姫路臨海部東部浜国のネック市川渡橋(永世・バイパス・阿保・国道２号)では絶対数不足。2～3本

渡河橋必要。遅れすぎ。 

 災害時等道路の確保から必要 

アンケートからも必要度が確認されており、早い実現を! 

 県内は西へ行く程商業的に流通が停滞している感じがあるので、道路はもちろん企業誘致などにも

力を入れるべき 

 白浜・大塩地区では計画中の道路がなくても渋滞もなく安全な生活が出来ています。広い道路は村

には必要ないです。 

 本数少なくても毎時１本でもバス便があればと思う。大型トラック、トレーラーが勢いよいスピー

ドで地震のような毎日。せめてムリなアクセルを遠慮してほしい。明らかにセンターオーバーでせ

まい道路。住宅地と工業地の混在で無理もないが。 
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 現在ある国道２号、国道 250号の歩道などもっと安全確保をしてほしい。 

 渋滞の緩和により、自家用車の量が増える事を少し心配しています。 

 常時渋滞ポイントの渋滞解消対策が先決だと思います。 

 たしかに、播磨臨海道路あれば便利だと思う。よく、国道２号は混むし、大変です。 

 臨海部の工場地域を東西に貫く産業道路が必要だと思う。 

 播磨臨海地域の道路が他の地域と比べて遅れている面が多々あり、前から湾岸道路が出来ればと思

っていたので非常に良いと思います。 

 住まいが明石で、西方向へはあまり車では行かず、道路事情などよくわからないが、利便性を追求

しすぎるのはどうかと思う。 後に泣くのは住民です。無理な開発は反対です。(「道しるべ」自体

はわかりやすく読みやすかった。) 

 いつも渋滞している道路も、信号の時間割りや右折レーンを整備してスムーズな流れになるように

してほしいです。 

 姫路 BP は通行量が非常に多い。事故時他、代替道路が絶対に必要と思います。将来を見て、時間が

かかる。 

 バイパスをあまり利用することはありませんが、バイパスの出入口付近の道路が混雑し、困ること

がよくあります。播磨臨海地域道路ができれば、その混雑もなくなるのではと思います。 

 かこバスなどの本数を増やしてほしいです。 

 みんなが安心して使えるネットワーク作りが必要。 

 海沿には大きな工場が多数あるので、播磨臨海地域道路ができるとバイパスの渋滞がましになると

思うので、作ってほしい。 

 市内は南北の車の流れが悪すぎる。 

 早期実現に向けて準備を一つずつ実行願います。 

 新しいネットワークを作るのと今のネットワークを太くするのとどちらの方が作りやすいのでしょ

うか。 

 JR の貨物と船便を利用できないか？ この地域は港が多いと思います。 

 早急に作ってほしい 

 障害者の主人にとって、私の車かタクシーしか頼れません。その為にも移動しやすい道路環境をお

願いします。駐車場も充実してほしい。 

 新たに作るよりも現在のものを整備する。電車、列車を利用し、トラック、バスを抑制する事が必

要である。 

 加古川バイパスはいつも車が多いので早く着工をしてください。加古川バイパスのバイパスが必要

です。 

 出来上がってみないと今の時点では想像がつきにくいです(老人であるため) 

 もっと西播磨まで続けてほしい。 

 ①計画から実行まで 10 年、20 年と長すぎる ②あかずの踏切りが立体になるといってならない ③新

駅の北側(京見山)にトンネルをつけてほしい 

 学生の通学時間とトラックの納品時間が変わりない為、新しい道路を必要である(危ない)。 

 渋滞の緩和になればいい 

 ちょっとしたことで渋滞することのないように整備が必要。 

 姫路バイパスの別所ランプですが、下り(岡山方面)しかないので上り(神戸方面)も作ってほしい。

近くに JR 貨物ヤードもあるので、物流の面でも利便性が高いと思う。 

 道路をふやすことによって渋滞もなくなり、もっともっと播磨地域が元気になり、観光客も増え、

産業ももりかえすことまちがいなし！災害もすばやい対応ができる！絶対に必要！！ 

 安心して歩くことができる道 

 神戸市営地下鉄の延長 

 人口が減るので不要 ・税金のムダづかい 

 旧浜国は歩道が無い場所が多く、車道も狭いのに大型トラックが多数通り、非常に危険。大型車は

専用の道路を走るよう、道路の住み分けが早急に必要だと思う。 

 無駄な税金使いでは？ 

 車の為の道路ではなく、歩行者の為の道を作って欲しい。 

 東播磨南北道路の早期実現を強く希望します。 
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 南北のアクセス道路が不足している 

 南北の交通アクセスの構築 立体交通による信号の削減 

 明幹や国道２号など主要東西道路が普段より交通量が多い。現在でも消防や救急が走りにくそうな

状態なので是非導入すべき。天災がおこってからでは遅い。 

 毎日、姫路(東)から播磨町まで通勤しています。国道２号と国道 250 号を利用しているのですが、

渋滞がかなりひどい状態です。トラックなどを迂回させる事によってかなり緩和出来ます。早急実

現をお願いします。 

 よく事故のおこる場所の改良を望みます。 

 地震があった場合、車を運転している人達への通報が遅れる事をいつも心配しています。自動車専

用道路での情報の伝え方を考えるべきです。 

 環境への配慮を第一に考えてもらいたい。 

 山陽自動車道は山側すぎる。だから臨海側の道路は早急に実現出来る様になればと思う。 

 災害時対策、通勤時の渋滞緩和など必要だと思う。 

 すみよい暮らしを考えていくのはいいですが、なんとか少し違う方法ももっと考えてもいいと思い

ます。 

 既存の“加古川バイパス”→阪神高速の様に橋脚を強化し、もっと自由に往来(南北)できる様に建

て替えてほしい。壁の様に立ちはだかって不便。邪魔である。 

 国道 250 号のバイパスとして S25 年頃計画された道が、私どもが都市計画としてバブルの頃に時価

5000 万円分ほどの土地の提供を余儀なくされたのに、一向にその後開通していない。何故か。 

 歩道、散歩道 

 従来の国道２号、国道 250 号は道幅も狭く不便性を感じていました。新しい幹線道路は必要かと思

っていますが、隣接居住者にも車公害のないエコ道路の完成を望んでいます。 

 無駄に道を作っても、違法駐車や無断駐車場、常識のない人の無料駐車場になるのではないか。 

 バイパスの様に無料でないと使用されないと思います。有料道路だと作ってもムダになる危険性が

高いのでは。 

 玉津から須磨にかけての渋滞、加古川バイパスの渋滞を考えると、湾岸に主要道路が出来る事は生

活の利便性がとても向上すると思う。 

 幹線道路も大切ですが、昔からの集落は消防車も入れない処もあります。難しい問題とは思います

が、影の部分にも光を当てて欲しいです。 

 海岸道路だけではなく南北が必要 

 バスの運行数が不便。特に午前５時、６時代を増やして下さい！！ 

 踏切での渋滞の解消が必要だと思う。国道２号高畑の北など。 

 国道２号の渋滞が多い。 

 特になし。しいて言えば、本当に渋滞をどうにかしてほしい。 

 海岸線の発展のために是非播磨臨海地域道路の計画推進を望みます。 

 国道 250 号に大型店ができて毎日渋滞です。播磨臨海地域道路は早く計画して実施して下さい。 

 新しく作る道を見直し、直ぐに便利な喜ばれる道を作ってほしい。現在の計画は約 40数年前の立案

である。 

 播磨臨海道路に接続する東西播磨地区の南北道路の早急なる実現も必要と思う。南北の幹線道路が

大変少なく災害時、日常的にも困っているのが現状です。 

 マイカーを自粛しやすい交通網をつくる。 

 毎回、混む時間、場所が決まっているので、いつも何とかしてほしいと思ってました。お願いしま

す！ 

 早期実現を願う。 

 部落内の道幅との格差も考えてほしい。 

 通勤には、公共交通機関を使うよう、会社などに指導すると、渋滞も減ると思う。 

 渋滞のない播磨の町へ！よろしくお願いします。 

 異常な交通集中の分散のためには絶対必要だと思います。 

 阪神間に比べバスの利用が極めて低い(本数、路線がない 時間がよめない) 

 早くできることを希望する。 

 現状で不便を感じていない。無駄な投資は止めてほしい。 
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 現時点では少ない南北道路(４車線)がほしい。２車線では渋滞をふせげない。 

 災害発生時の対応、工業復興 播磨臨海地域道路は必要である。 

 道路を作って、便利になる人と不便になる人ができる。あと便利になるという事は排ガスで空気が

汚れやすくなる。 

 いつも自転車ばかりですが道路は渋滞が多く、たまにバスに乗っても時間が気になったり、事故や

災害などの時不安です。 

 毎日通勤に加古川から明石西 IC まで利用しています。8:30始業ですが、混雑がイヤで 6：20 頃家を

出ます。帰りは、自然渋滞だけでも時間がかかりますが、事故も多く、困っています。 

 姫路・加古川バイパスは無料ということもあり、色んな車が走り【ダンプカー、産業廃棄物車、ク

レーン、スクラップ運搬車】等、道路への落下物が多いです。新しい道路には、円滑に車の流れを

良くするために車輌の通行規制をしたら良いのでは？ 

 山崎断層もあるので、地震・災害の時のすばやい対応、地域独自の対応を期待します。 

 市川、夢前川、加古川周辺での渋滞解消のため、橋を増やしてほしい。 

 これから人口が減る分必要ない。 

 もっと他地域から注目されるような施設ｅｔｃを作って、播磨に人が来るようになればいいなと思

う。まだまだＰＲが小さく 少ないのかな・・・ 

 南北道路の渋滞の緩和が必要 

 海の近くに住んでいます。会社(工場)も多いです。早く道を作ってほしいです。 

 播磨臨海地域道路は 30 年以前から道路ができるときいていますが、どうなっていのでしょうか。 

 現在のバイパスのみだと、渋滞しがちですし、生活道路に大型車が入るのもやはりよくないと思い

ます。新たなルートができるのは必要だと思います。 

 加古川市内に去年引越してきて、道幅がすごく狭いのにはおどろきました。家のそばの県道には、

整備された歩道も信号も少なく、でも大型トラックはよく通るし、あまりにもひどくビックリしま

した。 

 少子化対策をしてほしい 

 姫路バイパス南ランプ上下線側道を狭くして左折を長くしてほしい。中地ランプ下線側道も狭く、

左折を長くしてほしい。 

 新しい道路を作れば便利ではあるが、今よりも市民に税金等で負担がかかるのであれば、必要では

ない。 

 市内道路の東西・南北の広い道路の整備も望まれる。 

 大都市には湾岸道路があり、交通の便が良くなっている。播磨地区にもあるべき道路と思います。 

 山陽道もあり、これ以上の道路整備は不要である。外にインフラ整備部分はあると思う 

 ６年前姫路に住んでいた時は、兵庫県内を営業していたので車を使っていました。1年前に戻ってき

て、仕事も辞めたので、市内は自転車にしてみました。時間が短くびっくり!!もうバスを使う事も

ないと思います（雨の日以外は）私のように子供連れの自転車もよく見かけるので、生活道路が安

全になりようにしてほしいです。 

 渋滞はなくなってほしいけど、新しく道をつくる必要はあるのか!?お金がかかるし、自然保護もあ

るし、よくわからない 

 国道２号（姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽでない一般道部分）の市川付近や夢前川部分の渋滞のための抜け道（橋を架

けるなど）して欲しい。 

 なるべく公共交通機関を利用するように心がけています。自転車の利用も多いです。 

 浜国道は（明石市内)他の国道に比べ渋滞は少なく感じますが、道幅が狭く、事故が心配です。車に

乗る人、徒歩、自転車利用全ての人に安心な道路作りを考えて欲しいです。 

 国道２号ﾊﾞｲﾊﾟｽの混雑緩和のために「播磨臨海地域道路」の建設は大事である。それから南北道路

の建設も大事である。あと交差点改良工事でほとんどできているのにあと一息の状態で５年程その

ままのところがある。早期完成願う。（加古川市神野町「福沢交差点」） 

 建物がない間にいい検討をしてもらい、進めてもらいたい。 

 現在のままでも良いが、ただし、１つ１つが完成、整備され、それぞれを有効に使用出来るように

することが大切だと思う。 

 朝･晩の通勤時間と昼間の仕事の使用道路とがあり、現に混雑してる道路の拡幅の方が先ではないか

と思う。 

 もっと混まないようにしてほしい 
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 JR 神戸線を加古川－土山間を高架にしてほしいです。 

 国道２号が生活道路になっている現状です。必要な箇所に信号、横断歩道等の設置が必要です。 

 現在、国道 250 号が混雑し、特に朝夕は渋滞しています。また交通ネットワークの発展のためにも

播磨臨海地域道路は必要だと感じています。 

 播磨臨海地域道路は必要だと思います。 

 防災マップつくりが必要だと思う。 

 国道２号ﾊﾞｲﾊﾟｽは町の中央を通っているので、利便性があるが、臨海となるとわざわざ遠回りする

人がほとんどで、距離と時間のことを考えたら、結局ﾊﾞｲﾊﾟｽ（現行）で使うと思う。 

 東播磨南北道路を海岸線まで延長して加古川市内の南北道路の充実へ 

 災害などが起こったとき、パニックになり混乱することでしょう。そんな時、スムーズに移動でき

るように地域や警察などが誘導できるように訓練していないとダメだと思います。道路はこのまま

でよいのではないかと思います。 

 ＪＲ姫新線タッボー前が土日渋滞して困る。これだと前の方がまし 

 国道２号ﾊﾞｲﾊﾟｽに集中しすぎている。臨海道が必要です。 

 自然・人間との調和も考えて開発しないと。両者とも滅亡しますヨ！！ 

 道路事情を含め播磨地区の今後には臨海地域道路は是非必要であり、早期実現を希望している。 

 姫路、加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽの渋滞が多いので、播磨臨海地域道路は必要である。 

 第二神明道路がいっぱいなので、１日も早く新しい道路が必要 

 この地域の人は交通手段が車の人が多いので新しい道路ができるなら、渋滞は緩和できるが、それ

が公共交通を活用することになるのかは疑問だと思う。 

 毎日の通勤の朝･夕の道路の渋滞のないよう、道をもっと作らなくてはいけない。バスの本数を増や

すだけでは解決にならない。 

 生活の利便性は円滑な交通網によってもたらされます。播磨臨海地域道路網は喫緊の事業でありま

す 

 国道２号、国道２号ﾊﾞｲﾊﾟｽが特に混んでいて困ることがあります。夜間など時間によっては空いて

いるのですが… 

 自動車道路は必要ですが、生活道路の歩道、自動車道の拡幅等の充実 

 網干～竜崎、山崎行きの神姫バスの本数がかなり減っているし、市内に比べると運賃も高いような

気がする。お年寄りが外出する足なので、もう少し増やしてほしいです。 

 新しく作るなら、乗り口が混まないような工夫をしてほしいのと、私は合流が大の苦手なので、出

来れば長い距離の加速車線を作って欲しいです。 

 むだな道路はいらない！！ 

 東西の渋滞よりも南北方向の道路の渋滞のほうが深刻だと思う 

 よくわかりやすいので、毎号楽しみに読んでいます。少しでも住み良い町にするため、よろしく。 

 国道 250 号の混雑を考えると浜手の方に広い道路があった方が良いと思います。 

 播磨臨海地域の豊かな環境や創造や快適な暮らしの実現のため応援致したく思っています。 

 道路も必要だと思いますが、二酸化炭素排出量も考えて地球環境も考えて整備してほしい 

 少しでも渋滞がなくなってくれると助かります。 

 いつも加古川付近で混むので困る。 

 国道２号は休日に利用しますが、渋滞していることが多いので、新しい道路ができれば、観光に地

域発展につながると思うので、是非、お願いしたいです。 

 渋滞緩和に国道２号ﾊﾞｲﾊﾟｽ以外の高速道路を整備してほしいです。 

 市川に架かる橋が少なすぎる。そのため国道２号等、常に渋滞している。 

 大日線も岡田線も山陽電鉄に関係なくスムーズに通れるのに駅南大路（飾磨幹線）だけは山電の踏

切が邪魔をしています。この道路も大日線のように高架にするか、線路の下をくぐるか、どちらか

の方法で通りやすくしていただきたく思います。国道 250 号リバーシティの南側、せっかく道路が

広くなったのだから、車道の一部を単車専用レーンを作ったらよかったのにと思います。 

 新しく道をつくれば、それだけ車の数は必ず増えると思います。ですから渋滞が緩和されるとは思

えません。私は今ある道路の整備（道幅や歩道）や道と道とのアクセスをもっと考えるべきだと思

っています。 

 住みやすい町づくりは大変ですが、がんばってください。 

 資金面ではどうなっているのですか？ 
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 道路の重要性と同じように自然に対する重要性も考えていかなくては、住みよい町というのは出来

ないと思う。 

 姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽの交通量が多すぎる。毎日事故が起きている。安全な道路にしてほしい。早く実行して

ほしい。湾岸道路の計画はもう何年になるんですか？計画のみでは？ 

 御津病院に行くのに加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽ、姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽを通ります（伊川谷、明石より） 

 川を通る端の幅を広げて欲しい。直進と左折、右折。折レーンを長くしてもらわないと、直進も進

めず、大混雑してかなり無駄足をさせられる。 

 是非本道路計画を積極的に進めてください。これがないと播州は発展しません！ 

 道路を作るだけでなく、バス、電車のアクセスや運行本数などを便利にしてほしいと思います。 

 播磨臨海地域道路を作ることで渋滞の緩和やバスなどの定時性が向上することを願っています。 

 慢性的な渋滞を解消してほしい。すべてを信号で処理する道路設計は疑問。もっと情報公開してほ

しい。 

 臨海地域に産業用道路がない。これは新たな企業進出が望めないし、企業の撤退にもつながりかね

ない。特に網干地区のアクセスが悪い。 

 国道 250 号の渋滞緩和されることを望みます。 

 新しい道路ができることはいいことだと思います。 

 バスのルートをもっと増やしてほしい。 

 姫路ﾊﾞｲﾊﾟｽが渋滞しているので早急に必要である。 

 どの時間も車が多い。トラックなどの貨物車も多いため、事故も多く、走りづらい。 

 国道２号加古川附近の渋滞緩和 

 公共事業という何でも「もったいない」と言って反対する人がいるが、必要なものは造らなければ

ならない。幹線道路が混雑すると、生活道路を抜け道にされ、危なくて仕方ない。幹線道路ができ

るだけ混雑しないように新たな道路が必要だ。車が増えているのだから当然である。反対意見があ

ろうとも、ぜひ実現してほしい。 

 播磨臨海地域道路の出入口の場所にもよりますが、第二神明、加古川ﾊﾞｲﾊﾟｽの渋滞解消に役立ちそ

うな気がします。 

 幹線道路はともかくとして、地域の生活の動脈となる生活道路の整備があまり進んでないように思

います。そのためには人も予算もいると思いますが、がんばって下さい。 

 ﾊﾞｲﾊﾟｽ別所ランプの下り線に出口、上り線に入口が必要である。 

 利便性よりも環境のことをもっと考えるべきだと思う！！ 

 ﾊﾞｲﾊﾟｽの出口で渋滞しているのは危ないと思う。 

 生活する場として、普段は便利でいざとなれば災害に強い道路があればいいなと思います。 

 自動車交通だけでなく、自動車を必要としないバス等のスムーズな連絡、ネットワークで少しでも

渋滞を解消したり、お年寄りや子供、自転車が安心して通れる道をつくってほしいです。 

 また、キャンペーンして下さいね。 

  別にありません。 

 いくら便利になっても環境が破壊されたのでは意味がありません。やはり昔ながらの自然は残して

ほしいです。 

 道路左側にバイク通行帯のラインを引いてほしい（出来る所だけ） 

 南北の道も必要 

 アンケート結果では播磨臨海地域道路は必要だと思っている人が多いことには驚きました。 

 初めて見ましたが、何をどのような立場、どうしたいのか？がわかりません。もっとわかり易くお

願いします。 

 毎年多くの車が増え続けています。道路は、それに伴い必要になってきます。 

 普段あまり考えることのない自分達が暮らす地域のことをこの誌面を読むことで、いろいろ興味を

持っていきたいと思いました。 

 この道路を作るのにどのくらい費用がかかるのか、それはどこから出るのかが気になります。 

 これ以上道などは造らないでほしい。公園や子供達が安心して生活できるようなことにお金を使っ

てほしい。私は絶対反対です。 

 国道２号の渋滞がひどいから、何とかスムーズになるようにお願いします。 

 バイク（50ＣＣ）でもスムーズで安全に走れる道路にしてほしい。 
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 トラックが国道２号に行く途中に（第二神明などから）住んでいるので、大型車と一緒に自転車で

走るのがこわいです。バスで通勤しているので、バスの進路を確保する取組（バスレーンなど）も

お願いします。 

 なぜ、東播磨南北道とジョイントしないのか？盲腸のようになる。計画は立てておくべきだ。臨海

部に必要である。 

 ノーマイカーデーをしっかりやるべきことも少しあると思うが 

 臨海道路はもう必要ない。稲美町にはメリットなし。神戸の湾岸道路を見ても車の通行量は少ない。

それよりも南北道路を増やして欲しい。渋滞が多い。 

 ルートに上げられている場所の自然の保護、国道２号太子付近の渋滞、西明石、明石付近での渋滞

の解消を考慮したルートの検討をお願いします。 

 これ以上自然をこわさない方が良い。現在の道路をもっと整備すべき所がたくさんあります。 

 姫路には親戚や友人も多く、よく行きます。今検討されている道路ができると助かります。便利で

安全な地域になる事を願っています。 

 特に困っている事はないので、播磨臨海地域道路は必要ないと思います。もっと有意義に税金を使

ってほしい。 

 地震や火災、救急といった時に経済や命、生活を救うため一秒でも早く対応できるよう道路環境を

整備する必要があると思います。 

 バスの定時性等を問われる中で、合理化による本数の削減が著しいと思います。 

 幹線道路の拡幅の充実 

 今、姫路駅～付近の魅力が？昔は良く行ったものだが！ 

 バスの便が悪いので、車に乗れない人は不便です。道が細い道路が多いのも気になります。 

 車の量が多く、道は少ないので必要だと思う。 

 10 年以内（2017 年）の完成を目指す！長くなると夢である！ 

 自動車専用道路の出口は、入口の 3倍以上にする。 

 車優先の道路、交通網を考え直すべきでは？歩行者が大手を振って歩ける道路行政に期待する。 

 ＪＲと地下鉄を結ぶ鉄道があれば旧神明道路の渋滞も減るのではと思っています。 Ex 西明石～

西神中央への連絡道路。 

 道路整備を早く 

 利用しやすく、利用料金の低価格をする事と低コスト意識を実行して欲しい。 

 臨海工業地帯への物資、貨物の輸送はもっと船舶輸送を義務づけて大型自動車での輸送を制限すべ

きだ。生活圏道路への大型自動車の乗入制限が必要。 

 国道 250 号（明姫幹線）から国道２号に出るとき、踏みきりが多いと感じる。 

 播磨臨海道路の東は阪神高速湾岸線に、西は臨海部を通り岡山への接続を。又、加古川市は南北の

幹線道路の拡充を。 

 南北道路を整備して、臨海工業部と内陸住居部、農業部をスムーズに連結してほしい。 

 湾岸線と阪神高速との連結してからでは播磨地域の渋滞がひどくなるだけでは。同時進行でするべ

きではないでしょうか？ 

 特になし 

 CO2排出量を減らすためにも輸送は出来るだけ鉄道など公共機関にし、大型車の交通量を減らすこと

が必要だ。歩道も広めに、そして何かあった時に緊急車両が走行出きるように道路幅も広めにとる

という道づくりを望みます。 

 渋滞解消の為、新しい道路が必要と思います。大型車などは工場が集中している臨海部に拡散して

良いかも？ 

 国道２号、野口交差点がいつも混んでいます。右折レーンを作って矢印信号とかあればいいのです

が・・・ 

 環境汚染に充分注意をして本当に必要か議論して欲しい 

 高速道で事故などあると目的地に行くのに大変な時間がかかり困る。スムーズに対応出来る道路網

を考えて欲しい。 

 播磨臨海地域道路は必要だと思います。災害などの時にきっと役に立つと思います。 

 姫路パイパスを無料化せず、その資金で新たな道路をはやく建設した方がよかったのではないか。 

 東西交通路確保も必要だが、南北路の整備極めて悪い。 

 4 市 2 町に関係する先生方（国会県会市会）そして大学の先生、主たる企業の方にも入ってもらい、
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具体的な計画をつくり早急に進めて欲しい。 

 温暖化、人口減など社会構造が変化する（していく）とき、費用面を含め総合的に対応する必要が

ある。新設を大前提に世論誘導を行う協議会のあり方に疑問を感じる。ネガティブな情報（整備コ

ストとその負担）なども提供されるべきであり、全国で公共工事の見直しを検討するなか、総論賛

成、名論反対のようにこの地域で整備を行うのはいかがか。 

 警察と連携し、渋滞が減るような信号の開発。踏切の数を減らし立体交差を推進。 

 加古川付近では東西、南北への幹線道路が少なく、どうしても抜け道使用で事故も多いです。一日

も早くこの提案が実行される様願います。 

 国道が（加古川橋近辺）ここ 3 年程前から渋滞しているので、東西方向の交通を分散させる新たな

道路づくりを是非お願いしたいです！！ 

 全体的に自転車の通行が危険で、車中心、車でないと安全かつ自由に移動出来ない。 

 加古川の川の橋を上荘橋下流に１～2本の橋があると良いと思います。橋が良く混みます。（時間が

かかる） 

 折込チラシを読んだが、なぜ本道路が必要か具体的に何も書かれていない。声明文の「地域の交流」

を図ることが目的なのか？こんなところに道路を作っても無意味。信号設置の見直しとか、既存の

道路の修正でとり組んでほしい。 

 災害に強い地域づくりは確かに必要ですね。 

 事故渋滞が目立ちますので、代替のルートの必要性を感じています。 

 もし作るのであれば、明石地区から北方へ行ってしまうのはイミがない。神戸の臨海道路へ続くよ

うにならいいかもしれません。 

 悪い所も書いて欲しい。（道路を作ると）メリット、デメリット 

 いいプランだと思う。 

 今後何を目標にするのか、どのように活動していくのか明確にしてほしいというかしたほうがいい

と思う。 

 播磨臨海地域道路が出来ると渋滞が減るので、私自身西へ観光に行く機会が増えると思う。便利に

なれば嬉しい！！ 

 道路の早期着工を望む 

 公共工事による地方、地域の活性化という点においてはＯＫだが、財政難とあと多くの利用者がい

るかどうかは疑問。 

 チラシ等にお金を使いすぎ、クオカードプレゼントなど必要なし。道をつくるのに工事を何度もや

り直したり、ルートや規制をしなおしたりすることも極力なくしていかないと税金のムダ使いにな

ると思う。でも、本当にごくろうさまです！よい道を！ 

 新しい道路を作るより、明姫幹線や加古川姫路バイパスをより使いやすく整備すれば良い。イベン

トをするより、今回のような広報紙を頻繁に配ってほしい。 

 中地のランプをなおして欲しい。下りは中地で必ず渋滞する。車線を姫路南でなく中地まで３車線

にするか、側道をもっとつくって渋滞を解消して欲しい。 

 国道２号、上下全て右折禁止にして欲しい。（高砂～明石駅前） 

 播磨臨海地域道路の早期実現を期待しています。 

 地球にやさしい環境にも配慮した「みち」作りをお願いしたい。 

 川を渡る橋が渋滞時ではほとんど進めないので、橋の増設や車線を増やすなどして、渋滞解消をし

てほしい。 

 渋滞の抜け道がもっとあればいいのに… 

 渋滞なくかつ安全で環境にもやさしい道路が良いと思う。公共交通網がもっと整えば、通勤などで

も多く使われると思う。 

 荷物専用の輸送経路が設置されることが望ましい。 

 国道 250 号とは別に新たに産業用道路を早く作ってほしい。 

 国道２号がすごく混んでいる時もあれば、すいている時もあり、ムダに高速を使うことになるのが

嫌です。トラックも走ってほしくないです。信号が見えにくいし…。 

 道路工事の計画的実行 

 道路の数はかなりあると思いますが、その広さや交通量の調整、運転者のマナー等に対し、何らか

の対策は必要だと思います。 

 早期実現を希望します。 
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 産業用道路、生活道路、広域移動用道路など、それぞれの機能別に道路をきちんと分ける必要があ

る。一般生活者の危険を減らして欲しい。 

 私は播磨町の浜国道の近くに住んでいますが、トラックが通るときの音がうるさく、排気ガスで家

にうっすら黒いものがたまります。事故もあります。何とかしてほしいです。まずディーゼルの規

制をしてほしい!! 

 第二神明道路の料金程度の通行料金なら利用すると思う。 

 高速道路のたつのから播磨新宮 IC（播磨自動車道）までは無料にしてほしい。なぜなら交通量が極

端に少ないからです。 

 子供が通う学校は国道 250 号（浜国）沿いにあります。トラックが多く心配です。運輸が別道路に

なれば、生活道路として過ごしやすく安全な道路となるので、是非作って欲しい。 

 自然が残る海岸が少ししかない播磨の海辺に自然破壊よりバイパスの充実を進めるべし。 

 これ以上空港は要りません。 

 みんなの意見を聞いて、考えてみてください。 

 ガソリン税を使用して早く作ってほしい。 

 南北方向の道路の増設が必要。 

 暮らしやすい生活環境のために、播磨臨海地域道路は必要だと思いますが、地域競争力の向上とい

うことばはちょっとひっかかります。 

 なぜ、播磨町と明石市の人工島へのアクセスはないのか？西明石の渋滞がひどいのに！ 

 地震多発国の日本であり、播磨地方においても、いつ発生してもおかしくない。救援活動その他い

ろんな意味においても、道路の拡張・整備は急務である。 

 救急医療施設がこの冊子でよくわかり、冷蔵庫に貼り付けて保存します。ありがとう。 

 別府から北に上がらず、東へ浜を通り明石へ行くべきである。浜辺、国道 250 号は交通量が多い。

将来湾岸線で神戸の北へ行く必要はない。 

 臨海道路を作って、それだけ車が下に流れるでしょうか？便利な方に、近い方にではないでしょう

か？ 

 加古川西ランプの特に北に向かって神戸線に入る市民病院口はいつも混雑して直進行きの車を妨げ

る。 

 環境の維持保全を考える。埋立等に予算を使用せず、漁業、伝統と文化を守る。 

 播磨臨海地域道路があればいいなと思いますが、予算がどれだけかかって、税金で…と思うと難し

いです。 

 自家用車を使わなくてもいろんな所に行きやすいような、公共の交通機関の充実を望みます。 

 時間にもよりますが、バイパス、国道２号は渋滞がひどすぎます。ダンプ等が多いので、工場地帯

にスムーズにつながる道が必要だと思います。 

 家の前の道路は国道２号から明姫幹線へ抜ける大型車がたくさん通ります。一般道でもないのに、

とても危ない。そんな危険は回避してほしいです。 

 現在の幹線での東西の運行は、渋滞が多い上に、事故等が発生すれば、即困ることがあり、災害等

を考えると不安です。 

 バス、電車の本数を増やしてほしい。他の交通機関との利便性も考えて欲しい（ＪＲとだけではな

く） 

 今ある道路の渋滞を緩和するには、新たに「臨海地域道路」を作るしか方法がないのでしょうか？

本当に必要なのかどうか。また、そういった道が出来たらどのぐらいの利用が期待できるか等慎重

に計画していくことが大切だと思います。 

 将軍橋の工事にしろ、時間がかかりすぎる気がする。橋はなくなっているが、交通渋滞は変わって

いない気がする。 

 相生、赤穂まで必要と思う。 

 南北の主要道路の拡幅こそ必要（加古川・姫路間に１本） 

 一日も早い着工を望む。 

 横へのバイパス道を造ることに協議会が熱心しすぎている。国道２号バイパス・国道２号・国道 250

号とキャパは十分。南北との連携が悪すぎるのが全体を悪くする原因。 

 ミニコミ誌のようなものをＰＲしてほしい。 

 新路も大切だが、現路の幅広化 

 播磨臨海地域道路は、あれば便利だと思いますが、無くても済みそうと思います。それよりも、現
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在の他の道路状況の改善等を充分に検討してからでもよいのではないでしょうか。 

 バスの本数が少なすぎます。料金も割高。車以外で通勤するには、1～2時間にバスが 1本なので不

便です。 

 信号のない横断歩道に車が停止せず突っ込んできたり、信号があっても左折の車が突っ込んできて

危ない（特に駅周辺）。マナーが悪すぎる。 

 旧国道 250号に大型トラックが通行するには道が狭い。ぜひ、臨海道を実現させてください。 

 こういう活動があった事さえ知らなかった。もう少しＰＲしてみたら？ 

 播磨臨海地域道路は必要です。 

 国道２号は道幅が狭く、右折車や店舗への出入りも多く渋滞するので、海岸線に片側２車線の道路

が付けられればと思う。 

 神戸空港も大阪地下鉄今里線も、利用状況は計画値を大幅に下まわっている。国も自治体も借金だ

らけで、この先本当に大丈夫なのか。国全体が夕張市になってしまう予感あり。まずは、借金しな

い現状での対応策を第一に。少々の不便も仕方ない。 

 旧国道 250号（浜国道）は、明石・加古川は 718 号（県道）に変更になっていると思いますが…。 

 これ以上の道路は必要でない。 

 加古川及び高砂市内には沿岸部に重工業があり、通勤時間帯の南北の往来が常に渋滞している。東

西道路の整備もさることながら、南北の道路整備も並行して検討していただきたい。 

 高齢者の足として、公共交通を充実させてほしい。高齢者ドライバーが免許を手放す不安を解消さ

せるためにも。 

 ①災害復旧しておいて、湾岸道路が壊れると海からの復旧がダメになる。②車は今 7000 万台ある。

しかし、高齢社会になり利用しなくなる。車台数も今がピークで、後々減少していく。③海の保全

のため反対する。 

 道が狭いと歩行者や自転車に、とっても危ないので、歩道は絶対にとってほしい。 

 現在、通勤にバスを利用しています。渋滞のないスムーズな運行を切に希望します。「播磨臨海地

域道路」が実現できるように頑張って下さい。 

 道路の整備をして、すっきりと美しい町づくりをして欲しい。ごちゃごちゃとした感じがする。 

 道路は「余暇」の利用にも。道あってこそ出掛ける事ができる。 

 山側に一般用で片側４車線の加古川を渡る橋を架けてほしい。 

 環境汚染が急速に進んでおり「まず道路ありき」の発想では問題がある。環境に優しい道路造りと

いう発想を期待したい。 

 “道”しるべにも書かれていますが、生活道路にまで流入している臨海部からの通過交通の抑制に

必要。その通りだと思います。 

 現在ある道路の整備をちゃんとすれば大丈夫だと思います。 

 現状でも浜国道は毎日毎時間が渋滞で、大きな災害発生時は、どうにもならないようになると思う。

早急に計画を進め実行して頂きたい。 

 新道路網構想において、通行料の超低価格化もしくは完全無料化の検討が必須。利用者負担が大き

いと全く無意味。 

 太子町の白色国道２号は、国道 179 号に変わっているはずなのですが。 

 道をつくり、この地域をもっと発展させてほしいです。 

 バスの本数を増やしてほしい。電車も近くにないし不便。 

 ゆとりある生活のために、いろんな事がスムーズに流れていくことが必要だと思います。そのため

にも播磨臨海地域道路は必要だと思います。がんばってほしいです。 

 西方面が非常に道がせまくなり、歩行者にとってまだまだ安全ではないと思います！災害時に大混

乱をまねくと思う！ 

 交通量の少ない姫路・加古川地区にて北の土地に完全舗装の道路があり、渋滞に朝夕苦しんでいる

臨海地区に道路が少ない現在、全ての面でアンバランスな道路行政は早急に改善を！ 

 国道２号バイパスに車が集中し、乗り入れするのにも渋滞で時間がかかるので、分散させるための

新たな道が必要だと思います。 

 そんなに距離はない所へ行くのにも、車で行くと渋滞で時間が読めないのでたいへんです。 

 浜国がせまいので、早急に作ってほしい。一本道ができる事で選択して使えるから。 

 明石市にも延長してほしい。 

 渋滞、災害時等に臨海地域道路は必要と思います。 
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 東西道路は現在で十分である。南北道路がもっと必要。 

 必要と分かっていながら、予算をつけて実行していくのは大変だと思う。要は地域の発展にとって

何を優先すべきかを先ず問われなければならない。 

 車が多く道が狭いので、歩行者・自転車が安心して通行できる道がない。歩行者＆自転車道を車と

別の道にするか・・・車道の両側に歩道・自転車道を設置してもらいたい。姫路市南東部（大塩町）

と高砂市西部（曽根町）との間に安心して通れる自転車道がない。（日笠山南部通行道）車ばかり

に重点をおかず歩行者・自転車のことも考えてもらいたい。 

 新たな道路建設よりも、既存ネットワーク（特に公共交通）の有効活用が重要と思われます。例え

ば、三木鉄道＋神鉄で、播磨⇔神戸間バイパスＪＲ加古川線経由で神戸⇔若狭間特急を走らせるな

どが可能と思われます。 

 災害等に関しては車を規制し、今ある道路で対応できるのではないか。 

 国道２号や国道 250号などの一般道路からのアクセスも考慮してほしい。 

 志方町より宝殿、加古川方面の増便のバス運行があれば高齢者には非常にありがたいと思います。 

 加古川市内は南北道路が充実してなく片側１車線ばかりです。交差点部分だけでも２車線にしてほ

しい。 

 何の為の税金か。家の前の道路・歩道割れ。家にも大変な被害でゆれる。割れる。何度も修理。目

の前の事から対応してほしい。 

 早期に建設してもらいたい。（人生そう長くはないので） 

 飾磨区清水の周辺（西松屋～飾磨ジャスコ（旧））の間の渋滞解消を早急にして頂きたい。山電の

踏切による渋滞が多数ある。何とかして頂きたい。 

 広畑～妻鹿間の国道 250 号が常に渋滞しているように思います。臨海地域（姫路南部）の東西線は

国道 250 号しかなく、是非、新道路を期待します。 

 道路を拡げる際、駐車スペースを並行して考えてほしいと思います。 

 渋滞の緩和等便利な道。安全で安心な道路を。 

 地域道路網の整備により、スムーズな交通を確保して地球温暖化防止に寄与出来ることが望ましい。

 東西の交通渋滞だけでなく、各ランプ（私は加古川西ランプ利用）からの南北の渋滞も時間帯によ

ってはひど過ぎます。臨海地域道が出来れば、マシになるかな！ 

 バス路線の縮小の進展、高齢化社会を踏まえた総合的な観点での取組みが必要である。 

 どこで災害が起こるかわからないので、二重三重の対応が求められる。地盤調査の上、効率よく整

備していく必要があります。 

 国道 250 号をよく利用しますが、網干～広畑、飾磨間は通勤の車が多く、渋滞がよくあります。大

型トラック等も多いので危険です。スムーズな通行ができる道が必要 

 新しい道路を作っていく事よりも、今ある道路を整備、開発していってほしいです。（区画整備、

歩道の確保、道路の幅を確保などです） 

 道路を作っても必ずしも有効とは限らない。ガラガラの道もある。とてももったいない。お金は慎

重に使ってほしいです。 

 臨海道路ができれば便利だが、道路を作る期間に他の道路が今まで以上に渋滞するように思う。工

事期間がカギだと思う。 

 道路より他を考える。ガソリン税を他にまわすことは出来ないのですか。（私も車をもってますが）

公園を作ったり、電線を地下に埋めたり等々 

 住宅地への大型車の乗り入れ禁止が地域と約束されているのに守られていない。走りやすく、近い

道に入ってきて困っている。 

 安心できる生活環境創造のために是非とも播磨臨海地域道路の早期建設を望みます。 

 提案されている播磨臨海地域道路の予定ルートは一般道ですか？高速道でしょうか？そのルートで

本当に渋滞は解消されるのでしょうか？利用度、便利面はどうなのか。作った後、お金がかかった

のに利用しにくい、すいているでは困ります。 

 播磨地域の住宅開発が進み、人口及び交通量が多くなる中、東西の大動脈である国道２号バイパス

と明姫幹線を結ぶ南北道路が少ないのでは！「播磨臨海地域道路が（バイパスのバイパス）になる

には南北道路の整備が急務に必要」 

 通勤時間帯の国道２号の混雑には呆れる。なんとかして欲しい。 

 阪神地域はしょせん平地が細長いのだから、海からのネットワーク形成が災害に対して有効と思う。

 神鋼等工業地帯（加古川）もあり、今でも環境が悪いため、これ以上の悪化はやめてほしいと思い
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ます。 

 阪神淡路大地震の際、明石以東の幹線道路が使えなくなって稲美町を抜けて、山陽道、中国道をめ

ざす車が増えたが稲美町内はまだ細い道のままで多量の車、トラックが通り危険である。今計画の

ように臨海地域から北への道の整備が必要ですね。 

 同じ道路予算を取るなら、歩行者用、自転車用、自動車用に区分される道路をつくるべき（現道路

の改善） 

 「事業中」「計画中」の用語は一般的でない 

 緑地も新しい道路の近くに増やして下さい。大気汚染防止、アスファルト熱での海の温度上昇を防

ぐ。ご検討願います。 

 「浜国道」を自転車でよく通るが、自転車道が確保されていなく、非常に危険である。臨海道路に

よってこれが解消され、また産業道路としても大いに有益であることを望む。 

 地球温暖化が問題となっていて、CO2削減しなくてはならないのに、道路を増やせば削減どころか、

増加するだろう。（海面が 50cm 上昇するのに何故臨海道路？）矛盾しているのではないか？ 

 山陽自動車道へのアクセスを目的とした南北方向の道路を増やすべきと考えます。加古川を渡る橋

の数を増やすことで、国道２号バイパスの交通量が減るのではないでしょうか。 

 はりま道しるべは道路全般であり大変参考となりました。 

 播磨臨海道路は確実に必要だと思います。それに国道２号の拡張も必要だと思います。 

 国道２号バイパスは渋滞も多い、事故も多いので、道路を作れば便利ですが、高いお金をかけてつ

くるなら、山陽自動車道の値段を安くするなどして、長距離移動（トラック）での利用者は分散で

きるのでは。 

 社会全体に車が多いようです。道路を増やすより車を減らして暮らしやすい社会になりませんか。 

 姫路バイパス、国道 250 号をよく使いますが、国道 250 号の渋滞はいつもまきこまれます。特に子

供との買い物が多いので運転には気を使います。 

 国道２号、国道 250 号はいつも車が多く、渋滞から逃れるためにすぐ側の生活道路を通行する人が

いる。小さな子供を遊ばせていて危ない思いをしました。大きな道路が増え、分散できればいいな

と思う。 

 朝夕の通勤ラッシュ時になるとどの道路も橋の手前で渋滞が続き信号待ち等で車が停車していると

ころはゴミ（空き缶）がいっぱいでもっときれいな道に一人一人が心がけてください。 

 ITS 等を用いた公共車両の定時性確保が 重要。ついで環境(渋滞対象） 

 新しい道路を考えるよりも現在混雑や事故多発の地域の再整備を検討すべきではないかとおもう。 

 多くの人の意見を聞き考えて決めるといいと思います。 

 付費用効果の比較を行った数値が必要である。 

 大津方面の道路整備を実施してほしい。 

 車の量を減らす対策の方が地球温暖化対策になるのでは？我家の横に幅広の道ができたのでアスフ

ァルトの反対熱でエアコンも効かないくらいです。いつ起こるかわからないために道路をつくって

も車の量、スピード化になるだけ。災害の時は一般車の動きがないようにすれば良いことです。 

 稲美町にもあちこち道ができています。どこへ通じるのでしょうか？ＪＲ駅に通ずる幹線、大きな

道路があれば良いと思います。 

 他県からきて車の運転をしていますが、道のせまさ渋滞の多さにびっくりしました。スムーズな流

れは必要だと思います。 

 初の計画から何年が過ぎるのか。早急な播磨臨海地域道路の問題解決に向け再検討すべきである。

 新たな道路建設に伴う海洋等への環境への影響が考慮されるなら大いに賛成です。 

 平成 18 年度加古川では 3086件もの人身事故が発生しており、これは姫路に次いで悪い状況である。

きっと、国道２号の利用量が多すぎる→臨海地域道路は必要に思う。 

 播磨臨海地域道路の早急建設完成を期待する。 

 臨海地域の東西の道路だけでなく、南北の道路ももっと必要だと思う。 

 通勤ラッシュ時に今よりスムーズに車が進んだならイライラやあせりがなくると思う。 

 国道２号の車線を増やしてほしい。 

 ＪＲ神戸線（姫路～英賀保）の高架化。山電姫路より飾磨、書写・横関、白国への地下電化の構築

検討 

 毎朝、自宅から明石二見人工島までラッシュに巻き込まれ 30 分かかります。たった５㎞。すいてい

ると 10 分かからないのに。今後の改善を期待します。 
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 高速道路の無料化をしたほうが経済的効果は大きいと思います。それから必要な道路を造ることを

考えた方が良いと思います。 

 道路が良くなることは交通の便が良くなって混雑が少ない。 

 播磨臨海地域道路の早急な完備が必要である。播磨の産業と生活を発展・向上するために。 

 播但線の通行料金が高すぎる。せめて安くしてほしい。 

 史跡等を保存して観光事業につなげる道路整備を考えてほしい。 

 浜手に住んでいて実感するのは現国道 250 号の渋滞です。妻鹿にシャープ工場が!実現する前にしっ

かりとした道路網に対する展望が必要ですね。 

 はりま道しるべの広報に記載されている凡例に表示⇔の部分の道路が必要と思われます。 

 道路標識はわかりやすく字も大きめで。いつも混む場所の緩和対策をしっかりと。 

 発災時、海上輸送がキーとなる。（臨海道路は必要）明姫幹線沿いにパーキングエリアを設けＪＲ

パーキング、山電、工業地帯を結ぶ南北方向のバスルートにて渋滞を減らす。信号システムも改善

要。 

 臨海地域道路が整備される事により湾岸西伸部の整備が促進される。この両者が完成してこそ２１

世紀のバイパスと言える。経済と災害対策を支えるバイパスである。 

 現状の道路で不具合箇所を早く改良してほしい。 

 大日線にバスを通して欲しい。トラックが多いので排気ガスが心配。朝・夕とも浜国がなかなか進

まないくらい車が多い。なんとかして。 

 現計画道路を西方に延伸してもらって国道 250 号～山陽龍野西インターに連絡させている南北道に

つなげるように。 

 この道路ができあがる 20、30 年後は今よりも車の流れが多くなるのでしょうか？50 年もすると人も

車も少なくなって利用価値が変化しませんか？日本で起こっているムダにつながらないことを望み

ます。 

 高齢者が公共の交通機関がないため、タクシーの利用が多く、高額になるので都市部以外での公共

交通機関の利用ができる様にしてほしい。 

 渋滞が多くて昼の移動に時間がかかる。道路をつくるべきだと思う。 

 国道２号の混雑解消のため、さまざまな角度からの対策を早急に希望します。 

 無闇に不必要なゼネコン整備に税金を使用せず、現有道路、設備の使用方法を考え、あらゆる可能

性をさぐることが必要です。 

 トラック等大型自動車の生活道路への通行が減るのであれば賛成です。 

 近特に渋滞が気になりイライラがストレスで血圧も高く何とかして欲しいの一言です。災害が起

きる前に播磨臨海地域道路が是非必要と思う。 

 スムーズに通行できるように考えたらどうでしょう。 

 ご苦労様です。障害をもつ人、老人、こどもが安心して生きていけるようお力添えください。 

 早期実現に向けて努力してください。 

 大型車が通学路をなるべく通らなくてよくする。安心して歩ける道の整備。これらの為に「播磨臨

海地域道路」の構想と組み合わせる。 

 大型車が住宅街に入り、小さな子供が通行するのに危険です。新たな幹線ができることにより改善

されると思います。 

 明石サービスエリアが東行きバイパス経由で 終休憩場となることが多いが、高速道路と同様にベ

ビー室を設置してほしい。 

 姫路市がよくなるよう願っています。 

 ドライブが好きなのではりま道しるべを愛読しています。 

 太子上太田 JCT への連絡を想定したみづくりの提案をされるのであれば太子町も協議会に加えるべ

きである。渋滞の緩和は交通車両の高速化につながるため、騒音は増加します。騒音対策もあわせ

て進めるべき。太子・竜野バイパスの騒音対策は十分ではありません! 

 東西の道路と平行して南北の道路を整備拡大して欲しい。 

 姫路市内を中心に山陽線とＪＲ線の間にバスを定期的に通してほしい。 

 20～30 年の長期視野にたって道路の拡張、道幅の拡張をはかってください。ゆったりとしたスペー

スの確保が必要。 

 姫路 JCT の播但連絡道路と結ぶのも大切ですが、やはり姫路駅付近へ直接入れる道路が一番大事だ

と思います。 
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 三次救急医療施設が播磨臨海地域内に１ヶ所では対応しきれないのではないでしょうか。 

 新しく道をつくるより今ある道路を見直した方がお金もかからないし早く実用につながる。 

 渋滞を緩和させるために高速性を備えた道路が必要だが、交通事故を減らす事も重要だと思います。

 播磨臨海道路について自専道 or 一般道、有料道路 or 無料道路なのか計画の詳細がわからない。 

 是非、実現を早く行ない姫路が一層すばらしい町になることを期待します。 

 南北への道路が混みすぎ。生活道路へ大型車が走るのは危険。 

 バスは５分前にいても未だ来ていないのか、通り過ぎたのかわからず不安が多い。 

 現在加古川バイパスの機能は果たしてない。早くもう１本道路を作るべし。 

 災害時は海の交通が使える地域です。高齢者等運転しない人の移動が便利なように。 

 便利な車社会が形成されるとやがて今以上に交通量が増えて同じ課題に取り組む。過密化を促進さ

せるのではなく分散させることが良薬ではないでしょうか？ 

 道路の渋滞によってイライラは事故のもと。安全運転を心がけましょう。 

 時間帯によりバスの優先道路などもあってよいのでは。 

 災害や事故などにも素早く対応できるような道路環境が必要であると思います。 

 やはり渋滞を減らし、公共交通機関の環境を整えることが必要であると思います。 

 当道路網をぜひ早急に必要と思います。 

 ルートに播磨町の人工島、明石市の人工島を加えて頂きたい。通勤時間帯にこれらの人工島付近の

道（旧浜国等）は大渋滞で日常生活に不便を生じている。 

 高齢や障害を持つため、自家用車を持つことができない人達の大切な｢アシ｣、公共交通機関を充実

させてほしい。 

 主要道路とＪＲなどの電車の駅との間をバスが走ってないところがかなりあり不便。 

 時間帯により、信号の隔を変えて車の流れを良い方にしたらいいと思う。 

 加古川バイパスは事故が多すぎる。その原因について究明して欲しい。 

 企業の撤退の跡地に誘致し、雇用や流通面での地元効果を挙げてほしい。 

 姫路バイパス西行の中地、降り口付近を整備してほしい。平日の朝夕、バイパスが混んでいる原因

だと思う。 

 無駄なことに思えてなりません。東西の道より南北の対応をもっと考えた方がよいと思います。 

 通勤時間帯の幹線道路の混雑は目に余る状態。人工島への出入り時の車のラッシュを緩和すべく新

たな道路建設も安全面を含めて必要ではないでしょうか？歩行者専用通行帯の確保と整備も不足。 

 河川の横断はボックスによる工法がよい。天川、市川、揖保川など。 

 播磨において東西も重要であるが、南北の道路網、交通網が 重要である（通勤・通学バス等）。 

 加古川に行く機会が多いですが、いつも車の渋滞にうんざりしています。私達の住んでいる地域で

は考えられません。 

 弱者（歩行者、自転車等）の保護された道路づくりを願っております。 

 道路幅が狭いので飾磨旧住宅地区は裏へ出る時に注意する。 

 Ｑ３の意見ですが国道なみの車・車で事故も多いし、慶雲寺前の道は南からの一車線を両面通行に

（大型車を除く）し、道路交通を緩和してほしい(スムーズに）。 

 高速道を作っても数年後からメンテナンス等に費用が尽きない。 

 主要道路の交通量を再調査する必要があると思います。 

 災害発生時には緊急車両のみの専用道路とする（一般車通行不可）。 

 これ以上に自然を壊さず、車社会型の地域社会の現状を見直すべき。 

 加古川バイパスの渋滞がひどく特に姫路バイパスが無料になってからは、渋滞が激しく事故も毎日

のように発生しています。早急に播磨臨海地域道路が必要です。 

 車社会といわれている世の中なので渋滞を緩和させるためにも播磨臨海地域道路が必要だと思いま

す。 

 片側４～５車線の東西幹線道路を早く造って下さい。 

 臨海道路は明石市二見人工島も経由するのがよいと思う。 

 道をつくることで人と文化の交流を深めて一層播磨臨海地域の発展につなげて欲しい。観光にして

地域のよさをしってもらう。 

 道とは①市民が安全で住み良い平衡のとれた生活ができる。②物の流れが安定し、命を守る、財産

を守る事が不可欠である。③災害に対する防衛手段の多角化をいかに維持でき、課題を克服できる
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か。 

 このアンケートは臨海道路を作ることを前提に物事をスタートしているように毎回思えて仕方がな

いのですが、結果がありきで進めているのですか？ 

 渋滞する道は決まっているので、工事するならそういった道は時間を考えてほしい。緩和される道

作りをしてほしい。 

 地域の人の合意を得ながらすすめていってほしいです。 

 平清盛は新王朝、海の都をつくりました。その都の候補地として印南野もあがりました。福原遷都

はわずか 170 日でしたが事実です。播磨地域も地域活性化というよりもっと大きな日本の首都を!!

目指す話は大きすぎですか？ 

 臨海部のクロスする道路はほとんどが渋滞箇所です。併せて交差点の改良も不可欠です。 

 道路工事期間が長すぎる。 

 南北の道路も整備してほしいです。 

 高齢化に伴って、自家用車を必要としない交通網の整備を希望する（現在は夫婦共にもっているが

…）。地域交流のイベントには近年参加している。地域デビューを意識して…。 

 地球温暖化に対して出来るだけ化石燃料を使わない交通手段の優遇を進めて欲しい。道路も必要で

すが２で書いたようにして欲しいのと、南北の電車の整備（姫神線と播但線、加古川線だけでは不

十分）をお願いしたい。地下鉄を姫路中心部から東西南北に走らせ、既存の鉄道へもスムーズに接

続などもご検討お願いします。 

 幹線道路でのバス専用レーンの設置。定時性の確保。安全優先レーン構築 etc 

 地震災害時、高地・広地・校地(運動場）、平屋講堂、公民館が も思考されるところだが、津波懸

念が皆無の場合、臨海避難も重要となる。 安全地帯にもなり得る。 

 渋滞を緩和するための道路整備などをすすめて住みよい町にしてほしい。 

 ①朝夕の自然渋滞を何とかしてほしい（明石市二見町西二見～南二見がひどい）。②明石の人工島

への連絡は橋一つしかない。もう一つ追加して迂回路をつくってほしい。 

 播磨地方が大きく伸びることを期待します。 

 木場東公園は絶対に現状維持で残してほしい。 

 どうして播磨町や二見の人工島の方まで臨海地域道路が伸びていないのか？ 

 会社の転勤で加古川市に住み始めて37年が過ぎましたが、市の発展は考えても追いつかない程です。

道路整備は先手先手を打ってもらいたいと願っています。頑張ってください!! 

 意見を聞く一般人は役所より企業よりの人ではなく全くの一般市民としてほしい。行政の好む人は

かならずしも良いとはいえない。 

 このような広告やＣＭを頻発することにより、より人々の知る機会が増えると思う。 

 いずれは神戸・大阪に通じるような足がかりとなる道路がいると思う。今のままではやはり不便さ

は解消されない。 

 この臨海地域道路を確保するには橋が多く必要だと思います。費用の割には利用者が少ないと感じ、

災害復旧の点では海からのアクセスは必要性が薄いと思います。 

 ①山陽自動車道や中国縦貫道は空いているので料金を安くして流れを変える。②鉄道貨物の利用を

増す。排ガスを出すトラックを増やさない発想が欠けている。 

 一刻も早い着工を切に望みます。 

 故郷妻鹿の国道 250号の混雑ぶりは目に余り、住民の安全をおびやかしている。 

 災害に強い町づくり、地域道路整備を希望しています。 

 日常も必要であるが、災害が起こった場合のスムーズなる対応である。災害時を想定した整備等を

考えて欲しい。 

 播磨臨海開発をもっと積極的にＰＲして欲しいと思います。 

 子供が小さいのでベビーカーを利用する際にも安全に通れる道路を整備してほしい。 

 東西の道路はもちろんですが、南北の道路ももっと整備が必要と思います。 

 利便性上や災害時の迅速性等考えた中で必要。国道２号バイパスが飽和状態であり、名姫幹線もほ

ぼ同様である。現状是非実現させたいです。 

 固雑トラックが多く、あぶない。 

 地域のみなさまからの声継続して掲載されたし。 

 浜国道は道幅が狭く交通量が多く、排気ガスが臭う。 

 高速でも橋げたでなく盛土の上を通るように。 
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 西は相生、東は西明石付近までを含めて考えた方がよいと思う。中地ランプに接続があればと思う。

 臨海地域道路は必要である。但し、農工業製品の往来と自転車道を重点にしたら良い、人間は足が

あるのだから積み卸しは簡単、山電の運賃を下げさせ、回数を増やし自転車置場を整備、道路のバ

スは禁止、地域発展との総合効果を出す。 

 山陽道をおりて書写からぬける道でわが家の前の道を大きなダンプがたくさん走ります。道の舗装

状況も悪く危険で家もゆれて困ります。 

 地域連絡をもう少し多くして欲しい。 

 バイパスもすぐ事故で渋滞するし、本当に他の道が必要と思う。（どこへもでかけられない！） 

 とにかく道路が必要だと思う。朝から渋滞はイライラする。 

 早期実現を。 

 東西ではなく南北の連絡を 優先に考えて欲しい。 

 はじめまして。つい先日娘と散歩をしておりましたら偶然にもトラックと軽自動車の事故を目撃し

てそのとき娘が「私車乗りたくない」と怯えた表情で言っていました。後世の人々のためにも生活

道路と産業道路の区別は必要だと思います。 

 浜国道を走っているとトラックが非常に多く、これらの車が臨海へと回ってくれたら助かると思い

ます。大賛成です。 

 この度 3/25のような能登地震が発生しても道路（生活）の崩壊はしない丈夫なものが必要。※孫、

子のために臨海道は必要である。 

 国道２号の一方通行の解除の計画はないのですか？ 

 何でも早くやってほしい 

 随時詳細な計画を広報してほしい。 

 播磨臨海地域道路を将来的には阪神臨海道路に直接連結していくことも考えて欲しい。 

 播磨地域は南北の風通しを望みます。道路工事は年度末に集中しないように。 

 国道２号から明姫幹線への移動が少なくせまい。浜国、交通量のわりに大変狭くとても危険。 

 インフラの整備を望む（新アクセス網の構築） 

 現在の姫路バイパスと国道２号はほぼ飽和状態にあり、播磨臨海地域道路は早期に着工すべきだと

思います。また、経済効率だけでなく環境や防災安全の点からも必要だと思います。 

 国道 250 号沿いに住んでいます。交通量が多く大変危険なときもあります。平日に一度通ってみて

ください。特に朝・夕のラッシュ時。 

 65 歳以上の男女にバスの無料化エリア（播磨臨海地域） 

 第二神明、加古川バイパス、姫路バイパスなどや明姫幹線がよく混むので早期の実現を望みます。 

 特にないが、がんばって話合って欲しい（少しでも今より改善できるなら） 

 


